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1. 研究概要 

1.1. 研究名称 

3 次元点群エディタによる形状測定技術に関する研究 

 

1.2. 研究体制 

本研究では、以下の表 1-1 の研究体制により実施する。 

 

表 1-1 研究体制 

役割 所属 氏名 

研究代表者 関西大学 総合情報学部 田中 成典 

共同研究者 関西大学 環境都市工学部 窪田 諭 

共同研究者 東京都市大学 工学部 今井 龍一 

共同研究者 大阪経済大学 情報社会学部 中村 健二 

共同研究者 琉球大学 工学部 神谷 大介 

共同研究者 関西大学 先端科学技術推進機構 山本 雄平 

共同研究者 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 塚田 義典 

共同研究者 九州大学 工学研究院 谷口 寿俊 

 

1.3. 目的 

集中豪雨の増加に伴い、排水を担う河川機能の重要性が増加している。河川の維

持管理では、河道や河川構造物において変状を正確に把握・分析・評価することが

求められる。しかし、国土交通省水管理・国土保全局が作成した「河川維持管理に

関する技術研修テキスト【実務者編】」を確認すると、日常の維持管理業務は河川巡

視による状況把握が主となっており、詳細な点検は、主に出水期前や台風期前、地

震等の災害後に限られるのが現状である。このため、堤防や水制等の河川施設の変

状を適切に把握できない可能性がある。そこで、高度な 3 次元計測技術を活用した

河川施設の変状把握技術に注目が集まっている。 

航空レーザ測量、MMS、地上設置型レーザスキャナ等の機器の普及や UAV

（Unmanned Aerial Vehicle）による写真測量等の計測技術の発展に伴い、地物の 3
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次元形状を点群データとして高精度に計測することが可能となった。これらのデー

タを時系列順に蓄積し差分を抽出することで、河川に係る社会資本の形状変化を正

確に捉えることが可能である。これらのデータを確認する際には、土木分野での利

活用を考慮した 3 次元点群エディタが必要不可欠である。しかし、現在公開されて

いる 3 次元点群エディタは、他の業界での活用も視野に入れたものとなり、河川の

維持管理を含む土木建設分野での活用に特化したものが存在しない。現在公開され

ている汎用的な 3 次元点群エディタを用いた場合、次に示す 4 つの機能を兼ね備え

ていない状況である。 

 

⚫ 膨大な点群データを読み込み高速表示するための「処理能力」 

⚫ 頻繁な仕様変更に対応可能な「拡張性」 

⚫ 3 次元形状の計測結果だけでなく、多様な点検成果を統合可能な「柔軟性」 

⚫ 機器による計測成果のみならず、市区町村の実務者の点検成果を容易に活用

可能な「利便性」 

 

本申請では、上述の 4 つの課題を解決し、施工フェーズや維持管理フェーズにて

生成される 2 次元、3 次元の様々な情報を重畳して表示可能な河川管理向けの 3 次

元点群エディタを開発する。そして、河川事務所に蓄積されている河川カルテや日々

の点検作業の成果等の河川の維持管理業務に係る一連の情報資産をエディタ上で連

携可能にする仕組みを実現する。 

 

1.4. 研究の意義 

本研究の意義は、A）土木建設分野向け 3 次元点群エディタによる 3 次元情報の

利活用を促進する点と、B）自治体が管理する中小河川をも含む河川の維持管理業務

全体の効率化を図る点の 2 つである。 

 

A）土木建設分野向け 3 次元点群エディタによる 3 次元情報の利活用の促進 

一般的に、3 次元データの分析には、Cloud Compare（http://www.danielgm.

net/cc/）等の 3 次元点群エディタが活用されている。しかし、既存の 3 次元点群

エディタは工場屋内や機械等を対象としており、航空レーザ測量成果等の土木建

設分野で扱う広大な領域のデータでは、操作性が低下する課題がある。 

このため、広範囲の点群データを分割して保持し、視点操作に応じて描画範囲

を高速に切り替え可能な 3 次元点群エディタの開発は、様々な機器や調査を通じ
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て得られた膨大な計測成果の活用に期待できる状況である。また、土木建設分野

での 3 次元情報の利活用を促進し、i-Construction の導入と CIM 環境の普及とを

推進する点で意義がある。 

 

B）自治体が管理する中小河川をも含む河川の維持管理業務全体の効率化 

本研究では、土木建設分野向けの 3 次元点群エディタの適用対象として、河川

の維持管理における利活用を目指している。この理由は、2015 年 9 月の鬼怒川堤

防の決壊被害、2018 年 7 月豪雨による中部・四国地方の被害など、集中豪雨によ

る被害が増加傾向となっているからである。被災箇所の 3 次元形状を測定する既

存技術の一つとして、JACIC の災害普及効率化支援システム Photog-CAD 等があ

る。しかし、災害時の 3 次元情報も含め、日々の巡視や点検業務の成果と統合し

て活用するためには、情報を連携して確認可能な新たなシステムが必要である。 

都市型洪水や溢水の被害を低減するには、河川の排水機能の維持管理が重要で

あり、その業務を支援することを目的に、3 次元計測技術の詳細な分析による形

状測定技術を開発する。このことから、3 次元計測技術の導入を促進し、より詳

細な分析が可能となることにより、河川の維持管理業務の効率化を図れる点で、

本研究には意義がある。 

 

1.5. 研究内容 

1.5.1. 研究の全体像 

本研究では、河川分野において 3 次元情報を主体とした管理に必要となる基本機

能を実装した 3 次元点群エディタを開発する。また、本 3 次元点群エディタでは、

今後の 3 次元情報を主体としたデータ管理に対応可能とするため、プラグインベー

スの拡張機能を実現する。本研究にて開発する 3 次元点群エディタとプラグインと

の関係を示した全体像を図 1-1 に示す。図に示す通り、本申請の 3 次元点群エディ

タを中心に、平常時、災害時に必要な機能を随時拡張可能な仕組みを実現する。 
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図 1-1 3 次元エディタとプラグインとの関係 

 

1.5.2. 本研究の実施内容の概要 

1.5.2.1 3次元点群データの高速描画アルゴリズムの検討 

3 次元点群エディタでは、膨大な点群データを読み込み高速表示するための「処理

能力」を実現するため、膨大な点群データを読み込み可視化するための高速描画アル

ゴリズムを検討する。本研究では、4 億点の点群データを読み込み可能な環境を構築

することを目指す。 

 

1.5.2.2 3次元点群エディタが具備すべき基本的な機能の検討 

本研究で開発する 3 次元点群エディタは、3 次元形状の計測結果の高速描画に加

えて、多様な点検成果を統合して確認可能な「柔軟性」と市区町村の河川管理者

が点検成果を容易に活用可能な「利便性」を兼ね備える必要がある。そのため、

本研究では、3 次元点群エディタが具備すべき機能を明らかにすることを目的と
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して、河川管理に関わる既存の文献を調査し、業務の支援に必要な機能を整理分

類する。 

 

1.5.2.3 3次元点群エディタの設計・開発 

3 次元点群エディタの設計・開発では、3 次元点群エディタが具備すべき基本的な

機能の検討成果に加え、頻繁な仕様変更に対応可能な「拡張性」を備えた 3 次元点

群エディタを設計・開発する。 

 

1.5.2.4 形状計測技術に関する実証実験 

形状計測技術に関する実証実験では、本研究で開発した 3 次元点群エディタが、

次に示す 4 つの性能を満たしているかどうかを評価する。 

 

⚫ 膨大な点群データを読み込み高速表示するための「処理能力」 

⚫ 頻繁な仕様変更に対応可能な「拡張性」 

⚫ 3 次元形状の計測結果だけでなく、多様な点検成果を統合可能な「柔軟性」 

⚫ 機器による計測成果のみならず、市区町村の実務者の点検成果を容易に活用

可能な「利便性」 

 

1.5.2.5 3次元点群データと河川カルテの関連付けの可能性評価 

3 次元点群データと河川カルテの関連付けの可能性評価では、3 次元点群データ

を河川管理対象の区域単位に分割管理し、それぞれに河川カルテの情報を付与す

る。そのうえで、河川カルテの情報と、3 次元情報を合わせて確認することの有

用性を確認する。 
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2. 3次元点群データの高速描画アルゴリズムの検討 

2.1. 研究概要 

3 次元点群エディタでは、膨大な点群データを読み込み高速表示する「処理能力」

を実現するため、膨大な点群データを読み込み可視化する高速描画アルゴリズムを

検討する。本研究では、河川延長 20 ㎞程度の LP データを閲覧できることを目標と

して、4 億点の点群データを読み込み可能な環境を構築することを目指す。まず、

既存アプリケーションを調査し、現状の性能限界や利用できる機能を確認する。そ

して、高速描画アルゴリズムを調査し、採用する高速描画アルゴリズムを検討する。 

 

2.2. 既存アプリケーションの調査 

2.2.1. 調査概要 

本調査では、LP、地上設置型レーザスキャナ、UAV、MMS を用いて取得した 3

次元点群データを処理するためのアプリケーションを調査し、高速描画のためのア

ルゴリズムを検討する。調査方法としては、Web 検索エンジン「Google」を用いて

上位 100 件の Web ページを参照し、該当するアプリケーションを選出する。また、

必要に応じて、アプリケーション名で追加調査し、製品パンフレット等を参考に機

能要件を洗い出す。 

 

2.2.2. 調査キーワード 

本調査で検索に用いるキーワードは、以下に示すキーワードを採用する。なお、

複数キーワード間は AND 検索を行うものとする。 

 

⚫ 点群 処理 

⚫ 点群 解析 

⚫ 点群 エディタ 

⚫ 点群 ビューア 

 

2.2.3. 調査フォーマット 

本調査は以下の表 2-1 に示すフォーマットに従って、調査結果を整理する。調査

結果は、研究開発開始当初である 2016 年時点のものであり、2018 年の段階で提供

されている機能が調査結果と異なるものも含まれる。 
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表 2-1 整理フォーマット 

調査項目 調査内容 

製品名 アプリケーションの製品名 

開発元 アプリケーションの開発元の企業名又は団体名 

価格 アプリケーションの購入価格 

オープンソース オープンソースであるか。また、ライセンスはなにか 

対応 OS アプリケーションの動作可能 OS（Windows、Mac、Linux） 

特長 アプリケーションの特長 

主
な
機
能 

ファイル I/O 
読込可能ファイル形式及び保存可能ファイル形式の対応種類

数 

可視化 
点群データを 3次元の仮想空間に表示し、マウス操作による

視点の回転・拡大縮小ができるか 

編集 
点をマウス操作で選択でき、選択した座標値や輝度値を変更

できるか 

測量 
点を選択して座標値等の情報を参照できるか。また、2点間距

離の計測等ができるか 

フィルタリング 点を除去する機能を備えているか 

クラスタリング 点を分類する機能を備えているか 

フィッティング 
点を制約条件（平面や円柱等）に基づきフィット（座標値を調

整）させる機能を備えているか 

ダウンサンプリング 点を間引く機能を備えているか 

スムージング 点の座標値を平滑化する機能を備えているか 

重畳 
複数の点群データの自動または手動による位置合わせ機能を

備えているか 

差分・比較 
複数の点群データの一致度合いを算出する機能を備えている

か 

メッシュ生成 点群データからメッシュを生成する機能を備えているか 

断面表示 
点群データの特定部分を抽出し断面形状を確認する機能を備

えているか 

大容量点群データへ

の対応 
数億点規模の点群データの読み込みに対応しているかどうか 

情報付与 
点に対して画像やテキストなどの情報を付与する機能を備え

ているか 
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画像・動画保存 
可視化した点群データの画像（キャプチャ）や作業中の動画を

保存する機能を備えているか 

 

2.2.4. 調査結果と考察 

本調査の調査結果を次の表 2-2、表 2-3 に示す。 
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表 2-2 調査結果 1 

Cloud Compare Mesh Lab
AutoCAD
Civil3D

TerraScan Pointools InfiPoints

Open Source
Project

（EDF社R&Dが管
理）

Open Source
Project

（3D-COFORMが管
理）

Autodesk Terrasolid Bentley
株式会社
エリジオン

無償 無償 有償 有償 有償 有償

○（GPLv2） ○（GPLv2） × × × ×
Windows，Mac，

Linux
Windows，Mac，

Linux
Windows Windows Windows Windows

特長

多様な形式の点
群データの確
認、編集、解析
が可能な汎用的
なアプリケーショ
ン

メッシュ化したモ
デルの編集や
ファイル変換が
可能な汎用的な
アプリケーション

土木設計を支援
するCADアプリ
ケーション

3次元CADソフト
ウェアの
Microstation上で
動作するLPデー
タの解析アプリ
ケーション

大規模点群デー
タを高速に処理
するための機能
を備えたアプリ
ケーション

プラントでの利用
に特化した高度な
機能（配管形状の
抽出、点を下敷き
にした配管の作
図、CADとの形状
比較等）を備えた
アプリケーション

ファイルI/O ○ ○ ○ ○ ○ ○

可視化 ○ ○ ○ ○ ○ ○

編集 ○ ○ ○ ○ ○ ○

測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○

フィルタリング ○ × × ○ ○ ○

クラスタリング ○ × × ○ ○ ○

ダウンサンプリング ○ ○ × ○ ○ ○

重畳 ○ × × × ○ ○

差分・比較 ○ × × ○ ○ ○

メッシュ生成 ○ ○ ○ ○ ○ ○

出来形・出来高計測 × × ○ × × ○

断面表示 ○ × ○ ○ ○ ○

情報付与 × × 不明 不明 ○ ○

大規模点群データへの対応 ○ × × ○ ○ ○

画像・動画保存 ○（画像のみ） ○（画像のみ） × 不明 ○ ○

調査内容調査項目

主
な
機
能

製品名

開発元

価格

オープンソース

対応OS
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表 2-3 調査結果 2 

TOREND POINT Scan Survey Z 点群-Editor Mierre LaserMapViewer
福井コンピュータ

株式会社
株式会社

ビューシステム
アイサンテクノロ
ジー株式会社

中日本航空
株式会社

アジア航測
株式会社

有償 有償 要相談
要相談

（航空レーザ測量
業務の成果付属）

要相談
（MMSに付属）

× × × × ×
Windows Windows Windows Windows Windows

特長

土工における点群
データ処理（出来
形計測等）に関す
る機能を備えたア
プリケーション

LPデータ等の大規
模点群データを可
視化するための機
能を備えたアプリ
ケーション

MMSデータ等の可
視化・編集・合成
のためのアプリ
ケーション

LPデータを確認す
るためのアプリ
ケーション

MMSデータを確認
するためのアプリ
ケーション

ファイルI/O ○ ○ ○ ○ ○
可視化 ○ ○ ○ ○ ○
編集 ○ ○ ○ ○ ○
測量 ○ ○ ○ ○ ○

フィルタリング ○ ○ ○ × ×
クラスタリング 不明 ○ 不明 × ×

ダウンサンプリング ○ × × × ×
重畳 × × × × ×

差分・比較 ○ ○ × ○ ×
メッシュ生成 ○ ○ × ○ ×

出来形・出来高計測 ○ ○ × × ×
断面表示 ○ ○ 不明 ○ ○
情報付与 ○ ○ ○ ○ ○

大規模点群データへの対応 不明 ○ 不明 不明 不明
画像・動画保存 不明 ○ ○ ○ ○

調査内容調査項目

主
な
機
能

製品名

開発元

価格

オープンソース
対応OS
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調査結果（表 2-2、表 2-3）から以下のことがわかった。 

 

⚫ 河川の維持管理に特化した機能を備えたアプリケーションは存在しない 

調査結果を確認すると、汎用点群エディタが多く、河川の維持管理に特化し

た機能を備えたアプリケーションは存在しなかった。 

利用範囲を限定したアプリケーションとしては、TREND POINT や

InfiPoints、ScanSurvey Z、点群-Editor、Laser Map Viewer があるが、それ

ぞれ利用を想定している環境が異なる状況である。TREND POINT は土工での

利用を想定しており、InfiPoints はプラント内での利用を想定し、ScanSurvey 

Z は LP データでの利用を想定し、点群-Editor と Laser Map Viewer は MMS

データでの利用を想定していた。 

 

⚫ 大規模点群データを処理可能なアプリケーションは複数存在している 

調査結果を確認すると、調査したアプリケーションの中で、Pointools や

TerraScan、InfiPoints、Cloud Compare、ScanSurvey Z が膨大な点群データ

の処理に対応していた。中でも、詳細に調査したところ、Pointools は、一度専

用のデータフォーマットに変換し、以後は変換したデータを用いることにより、

億単位の点群データを高速に描画する仕組みを備えていることがわかった。ま

た、Cloud Compare は、オープンソースであるため、すべてのプログラムが公

開されている等の特徴が明らかとなった。 

 

2.3. 高速描画アルゴリズムの検討 

2.3.1. 検討方針 

前節では、既存のアプリケーションの詳細を調査し、Pointools が、一度専用のデ

ータフォーマットに変換することにより、高速な読込と描画の処理を実現している

ことや、Cloud Compare がすべてのプログラムが公開されていることがわかった。 

そこで、本研究では、これらを参考に高速描画アルゴリズムを検討する。具体的

には、本研究にて開発する 3 次元点群エディタは、以下の 2 点を基本方針として検

討する。 

 

⚫ 事前に必要な情報のみを独自のバイナリ形式に変換する仕組みを採用

（Pointools の機能を参考） 

⚫ 点群データの描画アルゴリズムには、空間八分木構造（Octree）による LoD
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（Level-of-Detail）を採用（Cloud Compare の機能を参考） 

 

2.3.2. 検討結果 

本節では、検討方針に従ってアルゴリズムを設計する。 

 

2.3.2.1 事前に必要な情報を変換する方針 

本研究では、Pointools を参考に、描画や点群処理のための計算を事前に実行し、

必要な情報のみを格納したオリジナルデータ（独自フォーマット）に変換する仕組み

（図 2-1）を採用する。この仕組みにより、本研究では、独自のファイル形式として

取扱うことで高速描画を実現する。 

 

 

図 2-1 変換イメージ 

 

汎用形式の点群データを専用のデータ形式に変換する際は、以下の事項を考慮

して変換する。 

 

【専用のデータ形式へ変換する際に考慮する事項】 

⚫ バイナリ形式の採用 

ファイル入出力処理の高速化のため、データ形式はテキストからバ

河川エディタ

点群データ

点群データ

点群データ

点群データ

コンバーター

オリジナルデータ

河川エディタ

提案方針一般的
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イナリに変換する。 

⚫ フィルタリング処理の実施 

同一空間を複数位置または複数機器を用いて計測した場合、ほぼ同

じ座標値の点が多く取得されるため、一定の閾値（0.001m 等）でフ

ィルタリング（＝間引き）を行う。フィルタリングを行うことで、過

剰な密度の点群データにより引き起こされる描画速度の低下を防止す

る。 

⚫ キロポスト単位での点群データの分割 

膨大な点群データを効率的に管理するために、キロポストの位置情

報を用いて、広域の点群データをキロポスト単位で管理する。計測デ

ータが広域の場合、「河川保全区域」などでのデータを区切る処理を

検討する。 

⚫ 空間八分木構造の構築 

視点位置に応じて、描画する点を一時的に間引く処理（LoD：

Level-of-Detail）や、近傍点探索処理（NN：Nearest Neighbor）の

高速化のため、空間八分木構造（Octree）を構築する。 

⚫ 点の法線計算 

クラスタリング、平面検出等の点群処理で参照頻度の高い点の法線 

ベクトルを算出し、点群データの属性情報として付与する。 

 

点群データを専用のバイナリ形式に変換することで、次に示す 3 つのメリット

が得られる。 

 

⚫ 処理能力の向上 

バイナリ形式に変換することで高速なデータ IO を実現できる。また、フィルタ

リング処理により、必要以上に密度の高い点を事前に間引くことで描画速度を向

上できる。また、描画のための効率的なデータ構造を事前に構築することが可能

である。一般的に、点群データ読み込みの際には、幾何情報（XYZ）、輝度情報（RGB）、

反射強度（Intensity）等の値を１点毎に処理するが、全点の幾何情報、全点の輝

度情報、全点の反射強度を一括でメモリに展開する仕組みを採用することで、高

速なデータの読み込みが実現できる。 

 

⚫ 拡張性の向上 

3 次元点群エディタが直接各種点群データを読み込む場合、対象となる点群デ
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ータのファイルフォーマット毎にプログラムを改修する必要がある。それに対し

て、専用のバイナリデータを読み込む仕組みを採用するため、新たな点群データ

のフォーマットが追加されたとしても、該当データフォーマットから専用のバイ

ナリデータへ変換するコンバートシステムのみの改修で対応可能となる。 

 

⚫ 柔軟性・利便性の向上 

河川の LP データ等の広域の点群データを変換時にキロポスト毎に描画できる。

キロポスト毎に分離することで、関連する図面や維持管理結果を紐付けて確認で

きる。 

 

2.3.2.1 事前に必要な情報を変換する方針 

本研究では、Cloud Compare と同様に、空間八分木構造（Octree）による LoD

（Level-of-Detail）を用いる。空間八分木構造に基づいた LoD により、視点や対象との

距離に応じて描画する点群データを変化させ、膨大な点群データの軽快な表示を実現す

る。空間八分木構造は、空間を 8 個の子空間に分割し、それを更に孫空間に分割する処

理を繰り返し、点が属する空間を木構造として表現するアルゴリズムである。 

 

2.3.3. 事前実験の概要 

本実験では、事前に必要な情報を変換する処理により、ファイルの変換速度や読

込速度の向上度合いを確認する。実験方法は、コンバートプログラムと 3 次元点群

エディタのプロトタイプを開発し、河川の LP データを用いて変換速度及び読込速

度を評価する。なお、プロトタイプの開発には、開発言語として速度を重視し、C++

を採用する。速度の評価は、13,517,097 点を記述した CSV 形式のデータを専用の

バイナリデータに変換する時間と、変換したバイナリデータを読み込み、表示する

までの時間にて行う。本実験の点群データの可視化結果を図 2-2 に、本実験の環境

を次に示す。 

 

⚫ OS：Windows 7 64bit 

⚫ CPU : Intel Core i7 2860QM（8 core） 

⚫ GPU：GTX560M 

⚫ Memory：16GB 
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図 2-2 可視化結果 

 

2.3.4. 事前実験の結果と考察 

本実験の変換及び読込時間の計測結果を表 2-4 に示す。点群データの変換に時間

を要するが、初回起動時のみ変換を行えば、再表示時には高速に読み込み可能であ

ることがわかった。 

 

表 2-4 変換及び読込時間の計測結果 

 

 

2.4. まとめ 

本研究では、既存アプリケーションに関する技術の調査結果を参考に、河川エデ

ィタの高速描画の実現に向けて以下の 2 つの方策を試作した。 

 

１．事前に必要な情報のみをオリジナルファイルフォーマットに変換 

２．点群データの描画に LoD 処理（多重解像度表示処理）を実装 

形式 変換時間 読込時間

CSV - 約22.5秒

独自形式（バイナリ） 約45.0秒 約1.2秒
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提案手法による動作の高速化を確認するため、データコンバーターと点群ビュー

アのプロトタイプを開発し、事前実験を実施した。実験の結果から、提案手法を採

用することにより、約 1,300 万点の点群データを約 1.2 秒で読込できることが明ら

かとなった。 
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3. 3次元点群エディタが具備すべき基本的な機能の検討 

3.1. 研究概要 

本研究で開発する 3 次元点群エディタは、3 次元形状の計測結果の高速描画に加え

て、多様な点検成果を統合して確認可能な「柔軟性」と市区町村の河川管理者が点

検成果を容易に活用可能な「利便性」を兼ね備える必要がある。そのため、本研究

では、3 次元点群エディタが具備すべき機能を明らかにすることを目的として、河

川管理に関わる既存の文献を調査し、業務の支援に必要な機能を整理分類する。 

 

3.2. 維持管理業務を支援するために備えるべき機能の調査 

3.2.1. 調査概要 

本調査では、河川の維持管理業務において活用可能な 3 次元点群エディタが具備

すべき基本的な機能を明らかにするため、河川の維持管理業務に必要となる表示項

目及び機能を調査することを目的とする。 

 

3.2.2. 調査方法 

本調査では、「学術論文の調査」と「Web 公開資料の調査」を実施する。学術論

文の調査では、文献検索サービス「CiNii」を用いて学術論文を調査する。Web 公開

資料の調査では、Web 検索エンジン「Google」を用いて国や民間企業の取組を調査

する。本調査では、次に示す手順により文献を収集し、それらの文献を精読して所

定の個票に取りまとめる。個票のフォーマットを表 3-1 に示す。 

 

⚫ 学術論文の調査 

1. 文献検索サービスを利用し、調査キーワードに該当する文献一覧を取得 

2. 文献一覧を目視確認し、本調査の目的に合致する文献のみを取捨選択 

 

⚫ Web 公開資料の収集 

1. Web 検索エンジンを利用し、調査キーワードに該当する検索結果（上位

100 件）を取得 

2. 検索結果の Web ページを確認し、本調査の目的に合致する Web ページ

のみを取捨選択 
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表 3-1 既存文献の整理テンプレートの記述項目 

No.  文献名  

著者名  雑誌書名  

巻号  ページ  

発行年月  フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

□維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □…（適宜追加） 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  
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□河川管理施設の異常箇所の 3 次元位置 □オルソ画像 

概要  

考察 （収集文献の中で記載されている考察に係わることを整理して示す。） 

 

また、河川の維持管理で想定される機能一覧を表 3-2 に示す。本調査では、以下

機能に基づいて、技術の調査を行う。 

 

 



22 

 

 

表 3-2 機能一覧 

機能 説明 

複数機器の点群データ可視化機能  複数の機器で計測された点群データを読み込み同時に可視化する機能 

災害シミュレーション機能  洪水シミュレーションや避難シミュレーション等の 3 次元データを用いた仮想評価機能 

河川カルテや図面等の関連付け機

能  
河川カルテや図面等の主題情報を点群データに関連付けて可視化する機能 

オブジェクト認識機能  点群データの分布特徴や反射強度等から地物を識別し、各地物の属性情報を紐付ける機能 

ひび割れ検出機能  土木構造物を計測した点群データからひび割れ部分の点群データを抽出する機能 

異常洗掘や欠損箇所の検出機能  河床や護岸を計測した 2 時期の点群データから異常洗掘や欠損箇所を検出する機能 

点検箇所定義機能  土木構造物を計測した点群データから維持管理の際に点検すべき箇所の点群データを抽出する機能 

形状測定機能  点群データから土木構造物の 3 次元形状を把握し、部材の幅や高さ等の形状を計測する機能 

差分検出機能  2 時期の点群データから変化箇所の点群データを可視化する機能 

維持管理業務の支援機能  
維持管理業務の際の点検項目の入力補助や点検結果のデータベース化等といった維持管理の際の作業支援のた

めの機能 

土木構造物の劣化判定機能  土木構造物の腐食やはらみ等の劣化状況を点群データから判定する機能 

水位・雨量計測機能  河川の水位や現在の雨量等を点群データやその他属性情報から推定する機能 

横断図生成機能  土木構造物を計測した点群データから横断図や縦断図等の２次元図面を生成する機能 

ノイズ除去機能  点群データに含まれる植生ノイズや計測誤差等のノイズを除去する機能 

地振動分布推定機能  広範囲の地形を示した点群データから、地震動の分布を推定し、可視化する機能 

インフラ施設の被災状況推定機能  災害時、インフラ施設の被災状況を点群データに関連付けて可視化する機能 
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災害前後の差分検出機能  災害前後の点群データから差分を検出し、被災状況を可視化する機能 

空中写真測量機能  空中から撮影した複数の写真データから撮影地物の形状を点群データとして取得する機能 

立木識別機能 点群データから立木を抽出し、立木の種類を識別する機能 

崩積土砂及び移動土量の算出機能  河床を計測した 2 時期の点群データから、崩積土砂や移動した土砂を抽出し、それらの土量を算出する機能 

樹木の繁茂状況把握機能  河川領域を計測した点群データから植生や樹木を抽出し、繁茂状況を可視化する機能 

目的に応じた3次元モデルの可視化

詳細度の変更機能  
維持管理業務や点群エディタの拡大率に応じて表示する 3 次元モデルの内容・詳細度を変更する機能 

河床の変動や侵食・堆積把握機能  河床を計測した 2 時期の点群データから、河床の変動や侵食・堆積した点群データを抽出し、可視化する機能 

ブレイクライン抽出機能  土木構造物を計測した点群データに含まれるブレイクラインの点群データを抽出する機能 

河床材料の粒度測定機能  河床を計測した点群データから河床材料（土砂・礫等）の粒度を測定する機能 

陸部と水部の識別機能  河川領域を計測した点群データから陸部の点群データと水部の点群データとに識別する機能 

流下能力算出機能 河川堤防を計測した点群データから堤防形状を把握し、堤防の流下能力を算出する機能 
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3.2.3. 調査結果と考察 

本調査の可視化内容に関する調査結果を図 3-1 と図 3-2 に示す。また、河川管理

に必要な基本技術に関する調査結果を図 3-3～図 3-5 に示す。なお、取りまとめた

調査個票は参考資料 1 を参考にされたい。 

 

 

図 3-1 可視化内容（静的）の調査結果 

 

静的な可視化内容の調査結果（図 3-1）から次のことがわかった。 

 

⚫ 幾何形状の差分、形状断面、水中形状、土木構造物の劣化状況の可視化ニー

ズが高い 

調査結果から、幾何形状の差分、形状断面、水中形状、土木構造物の劣化状況

の可視化にニーズが集中していることがわかった。差分や劣化状況は、その程度

に応じて色付きで可視化することで、可視化のニーズに対応可能であると考えら

れる。 
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等高線図

立木高分布図
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河川施設の点群データ
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段彩図

DSM

可視化内容（静的）
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図 3-2 可視化内容（動的）の調査結果 

 

動的な可視化内容の調査結果（図 3-2）から次のことがわかった。 

 

⚫ 「水位」と「河川の異常・変状等の位置情報」の可視化のニーズが高い 

調査結果から、「水位」や「河川の異常・変状等の位置情報」の可視化にニーズ

が集中していることがわかった。水位は、3 次元点群エディタの描画領域に対し

て、数値を可視化することも一案と考えられる。また、異常・変状等の可視化は、

該当の位置情報を参考に、程度に応じて色分け表示する仕組みを備えた方が良い

と考えられる。 
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オルソ画像

堤防の変形等の異常

砂州堆砂状況

河川の流量

可視化内容（動的）
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図 3-3 河川管理（平常時）に必要な基本技術の調査結果 

 

平常時において河川管理に必要な基本技術の調査結果（図 3-3）から次のことが

わかった。 

 

⚫ 平常時は、形状測定機能、横断図生成機能、空中写真測量機能、土木構造物

の劣化判定機能、河川カルテや図面等の関連付け機能を必要とする場面が多

い 

調査結果から、形状測定機能、横断図生成機能、空中写真測量機能、土木構造

物の劣化判定機能、河川カルテや図面等の関連付け機能を必要とする場面が多い

ことがわかった。本研究では、これらの機能を優先的に具備することが効果的で

あるといえる。ただし、空中写真測量機能については、Pix4D や Photoscan とい

った専用ソフトウェアを用いることが主流となっているため、３次元点群エディ

タでは、これらのソフトウェアから出力される点群データファイルを読み込み、

可視化可能な仕組みを実現する必要があると考えられる。 
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図 3-4 河川管理（災害時）に必要な基本技術の調査結果 

 

災害時において河川管理に必要な基本技術の調査結果（図 3-4）から次のことが

わかった。 

 

⚫ 災害時では、主に被災状況を正確に把握することを目的として、形状測定機

能、横断図生成機能、差分検出機能、ノイズ除去機能を必要とする場面が多

い 

調査結果から、形状測定機能、横断図生成機能、差分検出機能、ノイズ除去機

能を必要とする場面が多いことがわかった。本研究では、今後増加すると考えら

れる災害に対応するためにも、これらの機能を優先的に具備する必要があると考

えられる。 
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図 3-5 河川管理（平常時・災害時）に必要な基本技術の調査結果 

 

平常時と災害時において河川管理に必要な基本技術の調査結果（図 3-5）から次

のことがわかった。 

 

⚫ 平常時と災害時を統合すると、形状測定機能、横断図生成機能、土木構造物

の劣化判定機能、水位雨量計測機能、河川カルテや図面等の関連付け機能の

ニーズが高い 

調査結果から、形状測定機能、横断図生成機能、土木構造物の劣化判定機能、

水位雨量計測機能、河川カルテや図面等の関連付け機能を必要とする場面が多い

ことがわかった。本研究では、平常時・災害時の活用を見据え、これらの機能を

優先的に具備することが必要であると考えられる。 

 

3.3. 河川エディタの機能要件定義 

3.3.1. 決定方針 

本研究では、前節の調査結果に基づいて、3 次元点群エディタの機能要件定義を

検討する。本研究では、3 次元点群エディタの汎用性を向上するため、次に示す優

先順位に基づき実装対象の機能を選定する。 

 

⚫ 優先順位１：一般的な点群エディタに必要不可欠な機能 

点群データのメモリ管理、ファイル入出力及び高速な描画インターフェースな

どの、3 次元点群エディタとして必要不可欠な機能を実装する。 

0

5

10

15

20

25

30

学術論文 Web公開資料



29 

 

 

⚫ 優先順位２：平常時・災害時ともに活用可能な機能 

文献調査の結果、平常時・災害時のニーズが高い機能として、点の位置情報の

確認や距離計測などの形状測定に関わる機能と、任意断面の横断図を表示する機

能を実現する。 

 

⚫ 優先順位３：平常時に活用可能な機能 

文献調査の結果、平常時のニーズが高い機能として、河川カルテや図面等の関

連付けして表示する機能を実現する。また、関連付け対象が地図のように位置で

はない場合を想定し、点群データに依存せずに任意の領域（箇所）に関連付け可

能な仕組みを実現する。 

 

⚫ 優先順位４：災害時に活用可能な機能 

文献調査の結果、災害時のニーズが高い機能として、災害前後の河川構造物の

変状の検出に用いる差分検出・可視化機能を実現する。 

 

3.3.2. 機能要件の定義 

本研究では、調査結果に基づき設定した 4 つの優先順位に基づき、開発する 3 次

元点群エディタの機能要件を定義する。3 次元点群エディタの機能要件を表 3-3 に

示す。表に示す通り、データ管理、ファイル IO、ビュー、基本機能、拡張機能の 4

つに分類される。データ管理、ファイル IO、ビューに関わる機能は、3 次元点群エ

ディタとして必要最低限のものを指す。また、基本機能は、3 次元点群エディタを

活用する上で必要となるものを指す。拡張機能は、河川管理での活用を想定した際

に平常時・災害時に必要となるものを指す。拡張機能については、必要に応じてプ

ラグイン形式で追加・削除・差し替えが可能な仕組みの実現を目指す。 
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表 3-3 機能要件 

種別 要件 No 機能要件 

デ
ー
タ
管
理 

要件 01 約 1億点規模の膨大な点群データを管理できること 

要件 02 
幾何情報（XYZ）に加え、属性情報（反射強度等）を保持できるこ

と 

要件 03 複数の点群データを一元管理できること 

要件 04 任意の点に対して、画像や図面等の情報を関連付けできること 

フ
ァ
イ
ルI

O
 

要件 05 

幾何情報（XYZ）と属性情報（輝度、反射強度）を保持した CSVデ

ータを河川エディタで読込可能なオリジナルフォーマットに変換

できること 

要件 06 オリジナルフォーマットの点群データを読込できること 

ビ
ュ
ー 

要件 07 点群データの規模に応じた最適な尺度で描画できること 

要件 08 視点の移動、回転、拡大縮小ができること 

基
本
機
能 

要件 09 プラグインにより機能を拡張できること 

要件 10 
選択した点の情報及び関連する情報を取得、閲覧できること（ピッ

キング機能） 

要件 11 選択した二点間の距離を算出できること（形状測定機能） 

要件 12 点群データを間引き高速に描画できること（LoD 機能） 

拡
張
機
能 

要件 13 
点群データから範囲または断面指定により横断図を生成できるこ

と（横断図生成機能） 

要件 14 
複数の点群データ間の差分を検出し、程度を色分けして表示できる

こと（差分検出機能） 

要件 15 
点群データに対して、図面や台帳等のファイルを関連付けて統合的

に管理できること（ファイル関連付け機能） 

要件 16 
点群データに対して、河川構造物の地物推定を行えること（地物推

定機能） 
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4. 3次元点群エディタの設計・開発 

4.1. 研究概要 

本研究では、3 次元点群エディタが具備すべき基本的な機能の検討成果に加え、

頻繁な仕様変更に対応可能な「拡張性」を備えた 3 次元点群エディタを設計・開発

する。本章では、グラフィックスライブラリの選定と各機能の概略設計を行う。 

 

4.2. グラフィックスライブラリと開発言語の選定 

4.2.1. 選定候補と方針 

本節では、点群データの描画に用いるグラフィックスライブラリや開発言語を選

定する。グラフィックスライブラリの選定候補は、「OpenGL」、「DirectX」から選

定する。開発言語は「C++」、「C＃」から選定する。また、選定方針は、以下の通り

とする。 

 

⚫ 採用実績 

➢ 一般的な CAD や点群ビューア等のアプリケーションで広く利用されて

いること 

⚫ 開発や習得の容易性 

➢ 開発環境の準備、開発、デバッグが容易であること 

⚫ メンテナンス性 

➢ 保守性や拡張性に優れていること 

⚫ メモリ効率性、行列等の計算の高速性 

➢ 効率的なメモリ管理が可能であり、点群処理に必須の行列計算が高速で

あること 

⚫ 既存資産の活用 

➢ 市販ライブラリや関西大学の研究資産（プログラムやノウハウ）を生か

せること 

 

4.2.2. 選定結果 

グラフィックスライブラリについて、選定方針に基づいて選定を行った結果、次

のことがわかった。 

 



32 

 

⚫ 採用実績 

OpenGL は、CAD や画像処理関連のアプリケーションに多く採用されている。

DirectX は、マイクロソフト製 OS の Windows や、ゲーム等のマルチメディア系

アプリケーションで多く採用されている。 

 

⚫ 開発や習得の容易性 

OpenGL では、グラフィックスの描画に関する機能を豊富に提供している。

Direct では、グラフィックス以外にもサウンドやネットワーク等のマルチメディ

アに関する機能も提供している。 

 

⚫ メンテナンス性 

OpenGL は、バージョンアップの頻度は少ないが、バージョン間におけるソー

スレベルの互換性に優れている。DirectX は、頻繁なバージョンアップが行われ

ているが、旧仕様が廃止されていることが多く、拡張の際にソフトウェアの作り

直しが必要になる可能性がある。 

 

⚫ 既存資産の利用可能性 

OpenGL は、OS に依存せずに動作し、オープンソースで開発されているため、

ライセンスフリーの市販ライブラリが数多く存在する。また、関西大学の研究資

産（プログラムやノウハウ）には、OpenGL を用いたものが多い。 

 

上記の結果より、本研究では、3 次元点群エディタにマルチメディア処理を必要

としないことや、開発の容易性とメンテナンス性に優れた OpenGL が最適と判断す

る。 

次に、開発言語について、選定方針に基づいて選定を行った結果、次のことがわ

かった。 

 

⚫ 採用実績 

C++ は、OS に依存せず、様々な用途におけるアプリケーションで多くの採用

実績がある。一方、C#は、マイクロソフト社の.Net Framework を使用するため、

WindowsOS 向けアプリケーションに限定して採用されている事例がある。 

 

⚫ 開発や習得の容易性 

C++ は、標準ライブラリ（関数等）が少なく、簡素なプログラムでも複雑にな
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る傾向がある。C# は、言語機能が豊富であることがわかった。特に、C# は非常

に高機能であり、ガベージコレクションによりメモリ管理が容易である。 

 

⚫ 演算処理速度とメモリ使用効率 

C++ は、コンパイル時の設定により、処理の並列化や速度向上が見込める。そ

して、独自でメモリ管理を行う必要がある反面、メモリの使用効率が良い。C# は、

C++ と比較すると、メモリの使用効率は悪い。 

 

⚫ メンテナンス性 

保守や拡張の容易さで検討した結果、C++ は、標準ライブラリ（関数等）が少

なく、ローレベルからの実装が必要である。そのため、保守や拡張の際に、ソー

スコードの意図を深く理解する必要があり、保守や拡張の難易度が高い傾向があ

る。一方、C# は、言語機能が豊富であるため、ソースコードが簡潔であり、保

守や拡張が比較的容易である。 

 

⚫ 既存資産の利用可能性 

C# は、関西大学での開発実績が豊富である一方、C++ は、点群処理に関する

市販ライブラリが豊富に存在する。 

 

⚫ 将来性 

言語自体の開発状況及び改良・拡張に伴う今後の発展性で検討した結果、C#

（2000 年）は、C++（1983 年）と比較して新しい言語である。マイクロソフト

の開発者向けカンファレンスにおいて、C#（& 。Net Framework）の今後の発

展として、クラウドやスマートフォン上での動作をカバーするなど、精力的な発

展が見込める。 

 

上記のとおり、開発言語を選定した結果、C# では、標準ライブラリが非常に多

く、ドキュメントも豊富であり、C++ では、標準ライブラリは少ないが、非常に高

速、かつ、メモリの効率運用が可能な特徴があった。3 次元点群エディタでは、膨

大な点群データを処理する必要がある。そのため、開発言語は、計算の処理速度と

メモリ使用効率を重要視し、C++ が最適と判断する。 
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4.2.3. メモリ効率性、行列等の計算の高速性を評価するための実験 

本実験では、点群データの保持形式や処理方法に係る概略設計の検討に向けて、

メモリ効率性、行列計算の高速性を評価する。実験では、C# と C++ で作成したテ

ストプログラムを用いて、以下の 3 つの項目について比較した。なお、コンパイラ

による最適化や並列化は行わない設定とした。 

 

⚫ 400 行×400 列の行列演算（整数値）の速度（100 回実行） 

⚫ 400 行×400 列の行列演算（小数値）の速度（100 回実行） 

⚫ 約 1000 万点の点群データを配列やクラスで保持した時のメモリ使用量 

 

テストプログラムは、Visual Studio 2013 を用いて作成した。実験に使用したマ

シンスペックは、以下のとおりである。 

 

⚫ OS：Windows 7 64bit 

⚫ CPU：Intel Core i7-4771 @3.5GHz 

⚫ Memory：32GB 

⚫ GPU：NVIDIA Geforce GTX 760 

 

4.2.4. 実験結果 

400 行×400 列の行列演算（整数値）の速度（100 回実行）の検証結果を表 4-1

に示す。 

 

表 4-1 行列計算（整数値）の速度の検証結果 

単位：秒

プログラム 100回平均

C# 224.1381

C++ 86.2194  

 

検証結果（表 4-1）から、C++ は、C# と比較して約 2.5 倍の速度で整数値の演

算ができることがわかった。 

400 行×400 列の行列演算（小数値）の速度（100 回実行）の検証結果を表 4-2

に示す。 
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表 4-2 行列計算（小数値）の速度の検証結果 

単位：秒

プログラム 100回平均

C# 223.1472

C++ 81.3148
 

 

検証結果（表 4-2）から、小数値でも整数値の行列演算と同様の傾向が見られた。

四則演算や行列計算の速度は、C# よりも C++ が早いことがわかった。 

 

点群データ（ASCII 形式）を配列やクラスで保持した時のメモリ使用量の検証結

果を表 4-3 に示す。 

 

表 4-3  点群データ（ASCII 形式）を配列やクラスで保持した時のメモリ使用量 

プログラム 物理メモリ使用量

double[][]（C#） 403.9240

float[][]（C#） 277.7320

List<Class>（C#） 388.4520

double[][]（C++） 226.6200

float[][]（C++） 157.9240

std::vector<Class>（C++） 154.1520
 

 

検証結果（表 4-3）から、点群データの保持方法は、メモリ使用量を軽減する観

点から、C++ の vector 配列が最適であった。 

 

4.3. 概略設計及びプロトタイプの開発に向けた準備 

4.3.1. 設計方針 

本研究では、OpenGL、C++を用いて実用性の高い 3 次元点群エディタを開発す

る。開発にあたって、前章で定義した機能要件（表 3-3）を満たすための設計方針

を検討する。検討した結果を表 4-4 に示す。各機能要件への設計方針の詳細は次節

から詳述する。 
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表 4-4 設計方針 

種別 要件No 機能要件 機能要件に対応するための設計方針

要件01
約1億点規模の膨大な点群データを
管理できること

膨大な点群データを効率的に保持する
ためにvector配列を利用する。

要件02
幾何情報（XYZ）に加え、属性情報
（反射強度等）を保持できること

属性情報を保持するクラス（例：
Scalar）のvector配列により複数の属
性情報を柔軟に保持する。

要件03
複数の点群データを一元管理できる
こと

要件04
任意の点に対して、画像や図面等の
情報を関連付けできること

要件05

幾何情報（XYZ）と属性情報（輝
度、反射強度）を保持したCSVデー
タを河川エディタで読込可能なオリ
ジナルフォーマットに変換できるこ
と

要件06
オリジナルフォーマットの点群デー
タを読込できること

要件07
点群データの規模に応じた最適な尺
度で描画できること

読み込んだ点群データが可視化領域内
に収まるように視点を調整する。

要件08
視点の移動、回転、拡大縮小ができ
ること

GLEWのFBOを用いて実装する。

要件09
プラグインにより機能を拡張できる
こと

コアコンポーネントとして、ファイル
入出力機能、レンダリング機能、デー
タ管理機能といった一連の機能をパッ
ケージ化する。また。プラグインは
ファイルIOと機能拡張の2パターンの
インターフェースを用意する。

要件10
選択した点の情報及び関連する情報
を取得、閲覧できること（ピッキン
グ機能）

OpenGLのgluPickMatrix関数を用いる

要件11
選択した二点間の距離を算出できる
こと（形状測定機能）

指定した任意の二点の3次元ユーク
リッド距離を計測するプラグイン機能
を開発する。

要件12
点群データを間引き高速に描画でき
ること（LoD機能）

Octreeのデータ構造を採用し、LoD機
能を実装する。

要件13
点群データから範囲または断面指定
により横断図を生成できること（横
断図生成機能）

指定した任意の二点からなる横断測線
に基づき横断図を生成するプラグイン
機能を開発する。

要件14
複数の点群データ間の差分を検出
し、程度を色分けして表示できるこ
と（差分検出機能）

2時期の点群データからグリッドを用
いて高速に差分を検出するプラグイン
機能を開発する。

要件15

点群データに対して、図面や台帳等
のファイルを関連付けて統合的に管
理できること（ファイル関連付け機
能）

点群データに関連付けられた図面や河
川カルテ等を表示するプラグイン機能
を開発する。

要件16
点群データに対して、河川構造物の
地物推定を行えること（地物推定機
能）

点群データに含まれる河川構造物を推
定するプラグイン機能を開発する。

拡
張
機
能

点群データや幾何データ、ラベル情
報、関連情報等のすべてのオブジェク
トは、階層構造で保持する。

ファイルの読み込みにファイルIO共通
クラスを利用し、様々なデータをファ
イルIO共通クラスを継承した処理クラ
スを作成して実装する。

デ
ー

タ
管
理

フ
ァ

イ
ル
I
O

ビ
ュ
ー

基
本
機
能
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4.3.2. データ管理 

本項では、3 次元点群エディタのデータ管理に関する要件 01～04（表 3-3 参照）

の設計を行う。 

 

⚫ 要件 01 の設計 

前節の調査結果に基づいて、点群データの情報（XYZ、RGB、Intensity）を

vector で保持する。ただし、配列は事前に容量を設定し、push_back による再割

当てを避ける。 

 

⚫ 要件 02 の設計 

点群データクラス（例：PointCloud）は、当該オブジェクトの名称を保持する

変数、点を保持する構造体の vector配列、属性情報を保持するクラス（例：Scalar）

の vector 配列を定義する。これにより、点に複数の属性情報を付与可能な柔軟な

構造となる。 

 

⚫ 要件 03、要件 04 の設計 

点群データ、横断線（折れ線データ）、ラベル情報、関連情報等の全てのオブジ

ェクトは、階層構造（図 4-1）で保持する。 

 

 

図 4-1 階層構造のイメージ 

 

ワークスペース
情報

点群データA

KP2.0-2.2

点群データB

KP2.3-2.5

点群データB-1

点群データB-2

関連情報B

関連情報A



38 

 

4.3.3. ファイル IO 

本項では、3 次元点群エディタのファイル IO に関する要件 05～06（表 3-3 参照）

の設計を行う。 

 

⚫ 要件 05、要件 06 の設計 

3 次元点群エディタは、ファイル IO 共通クラスを利用する。LAS ファイルや

CSV ファイル等のその他のファイルについては、ファイル IO 共通クラスを継承

した独自の処理クラスを作成して実装する。これにより、今後、その他の拡張子

にも拡張可能となる。  

 

4.3.4. ビュー 

本項では、3 次元点群エディタのビューに関する要件 07～08（表 3-3 参照）の設

計を行う。 

 

⚫ 要件 07 の設計 

読込点群データを内包する立方体の 4 点を算出し、可視化領域内に収まるよう

に視点の初期位置を設定する。 

 

⚫ 要件 08 の設計 

GLEW（OpenGL Extension Wrangler Library）の FBO（Frame Buffer 

Object：フレームバッファ）を用いて実装する。FBO とは色（Color Buffer）や

深度（Depth Buffer）を管理できるオブジェクトであり、GPU 側にあるストレ

ージ領域のため、高速な描画処理が可能である。視点操作やウインドウ枠の大き

さを変更するたびに、すべての要素を再描画（＝OpenGL の描画用 API をコール）

するとパフォーマンスが低下し、画面にチラツキが発生するため FBO を使用す

る。 

 

4.3.5. 基本機能 

本項では、3 次元点群エディタの基本機能に関する要件 09～12（表 3-3 参照）の

設計を行う。 

 

⚫ 要件 09 の設計 

コアコンポーネントとして、ファイル入出力機能、レンダリング機能、データ

管理機能といった一連の機能をパッケージ化する。また。プラグインはファイル
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IO と機能拡張の 2 パターンのインターフェースを用意する。 

 

⚫ 要件 10、要件 11 の設計 

OpenGL の gluPickMatrix 関数を用いて実装する。 

 

⚫ 要件 12 の設計 

データ構造は Octree を採用する。LoD のデータ構築にメモリを必要とするた

め、点数が少ない場合（閾値設定）は不要とする。 

 

4.3.6. プラグイン機能 

本研究では、機能の拡張性を担保するため、各種機能をプラグインとして実装可

能なプラグインアーキテクチャを作成する。アプリケーションは、所定のフォルダ

に設置したプラグイン DLL を読み取り、自動でメニューボタンを拡張する。そして、

ボタン押下時に、各プラグインに定められた処理を実行する。 

本研究では、プラグインとして、形状測定機能、横断図生成機能、ファイル関連

付け機能、差分検出機能、地物推定機能を開発する。 

 

4.3.6.1 形状測定機能の設計 

本機能では、要件 11 に対応するために、指定した任意の二点の 3 次元ユーク

リッド距離を計測する。 
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4.3.6.2 形状測定機能の実装 

本機能の操作手順を次に示す。 

 

STEP 1. ツール/基準点の指定ボタンをクリック 
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STEP 2. 距離を計測したい 2 点を指定 
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STEP 3. 指定した 2 点を選択し、右クリックメニューより「距離計測」をクリ

ック 
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STEP 4. 計測結果をアプリケーションログに表示 
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4.3.6.3 横断図生成機能の設計 

本機能では、要件 13 に対応するために、指定した任意の二点からなる横断測

線に基づき横断図を生成し、可視化する。 

横断図は、横断測線から一定範囲の距離の点を平面投影する手法（バッファ法）

を用いて生成する。詳細なアルゴリズムは、下記の既存研究を参考にされたい。 

 

  

田中成典，今井龍一，中村健二，窪田諭，梅原喜政：LP データと過年度の河川定期

横断測量成果を用いた横断図生成手法に関する研究，土木学会論文集 F3（土木情報

学），土木学会，Vol.70，No.2，pp.I_283-I_292，2014． 
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4.3.6.4 横断図生成機能の実装 

本機能の操作手順を次に示す。 

 

STEP 1. ツール/基準点の指定ボタンをクリック 
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STEP 2. 横断測線となる 2 点を指定 
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STEP 3. 横断図生成対象となる点群データの右クリックメニューから「横断図

の可視化」をクリック 
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STEP 4. 横断図を確認 
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4.3.6.5 ファイル関連付け機能の設計 

本機能では、点群データに関連付けられた図面や河川カルテ等を表示（要件 15）

する。関連付ける対象は、点だけでなく、複数の点を含む領域を指定できること

が望ましい。そこで、本機能では、任意の領域を定義し、その領域にファイルを

関連付ける仕様とする。領域を示す XML データを読み込み、点群データとファ

イルを関連付ける。領域は、ポリラインにより底面形状を定義し、標高方向に押

し出すことで形状を定義する。 
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4.3.6.6 ファイル関連付け機能の実装 

本機能では、2 つの手順（ファイルを関連付ける手順と関連付けたファイルを

起動する手順）により操作される。 

本機能にてファイルを関連付ける際の操作手順を次に示す。 

 

STEP 1. ファイル/領域 XML を開くボタンをクリックして、読み込む領域 XML

を指定 
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STEP 2. ファイルを関連付けたい領域の右クリックメニューから「ファイルの

関連付け」をクリック 

 

 

 

  



52 

 

 

STEP 3. 関連付けたいファイルを指定し、関連付けボタンをクリック 
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次に、本機能にて関連づいたファイルを起動する際の操作手順を次に示す。 

 

STEP 1. ファイル/領域 XML を開くボタンをクリックして、読み込む領域 XML

を指定 
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STEP 2. ファイルが関連づいた領域の右クリックメニューから「関連付けファイ

ルを開く」をクリック 
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STEP 3. 関連づいたファイルが起動 
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4.3.6.7 差分検出機能の設計 

本機能では、要件 14 に対応するために、3 次元点群エディタ上に展開した複数

の点群データを選択し、一方を基準として、もう一方のデータ間の差分を検出、

可視化する。なお、差分値は、各点に属性値として付与する。 

本機能では、以下の処理により差分を検出する。 

 

STEP 1. 比較する点群データ（A）と基準となる点群データ（B）を取得 

STEP 2. 点群データ A と B を内包するバウンディングボックスを取得 

STEP 3. 取得したバウンディングボックスを一定幅でグリッド分割 

STEP 4. 点群データ A と B について、グリッドごとに標高を算出。標高は、グリ

ッド内部の点群データの標高の平均値を採用 

STEP 5. 点群データ A と B について、グリッドの標高値を用いて、差分値を算出 

STEP 6. 差分値をグリッド内の点群データ A に属性として付与 

  



57 

 

 

4.3.6.8 差分検出機能の実装 

本機能の操作手順を次に示す。 

 

STEP 1. 2 時期の点群データを読み込み 
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STEP 2. 2 時期の点群データを選択し、右クリックメニューから「差分の検出」

をクリック 
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STEP 3. 差分結果を確認するために、表示対象の属性値を「zdifference」に変

更 
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STEP 4. 差分結果を確認 
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4.3.6.9 地物推定機能の設計 

本機能では、要件 16 に対応するために、読み込んだ河川の点群データの形状

を解析し、各地物の推定を行う。なお、本処理の詳細は、以下の既存研究を参考

にされたい。 

 

 

本機能は、横断図生成機能、地物推定機能により構成され、入力された点群デ

ータと管理断面の河川横断図、左右岸の基準点から属性が付与された点群データ

を出力する。 

横断図生成機能は、入力された点群データから地物を推定するための横断図を

生成する。まず、図 4-2 に示すとおり、横断図の構成点を取得する際の基準とな

る測線を定義する。 

 

 

図 4-2 測線の定義 

 

次に、図 4-3 に示すとおり、定義した測線から一定幅の矩形を生成し、矩形に

含まれる点群データを取得する。 

 

測線

Z

X
Y

一定間隔

基準点

梅原 喜政, 田中 成典, 中村 健二, 塚田 義典：LP データを用いた河川空間の地

物推定技術に関する研究，土木学会論文集 F3（土木情報学），土木学会，Vol.73，

No.2，pp.I_433-I_442，2017． 
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図 4-3 点群データの取得 

 

次に、図 4-4 に示すとおり、取得した点群データを 2 次元平面上に投影する。

この時、推定結果を属性情報として元の点群データに付与するため、点群データ

と横断図の構成点との対応関係を保持する。 

 

 

図 4-4 2 次元平面への投影 

 

地物推定機能は、横断図を構成する線分を解析することで、各線分がどの地物

の線分かを推定し、点群データに属性を付与する。なお、地物推定機能は横断図

生成機能で生成した横断図ごとに処理する。まず、図 4-5 に示すとおり、横断図

を構成する線分の角度を用いて横断図の中から水平な線分を抽出する。 

 

 

図 4-5 水平な線分の抽出 

Z

X
Y

測線

矩形

点群データ 横断図を構成する
点群データ

一定幅

Z

X
Y

測線

測線に垂直な平面

垂線

水平な線分

角度>閾値

幅≧閾値
水平でない線分Y

X
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次に、図 4-6 に示すとおり、抽出した水平な線分を利用して、以下の手順によ

り線分の地物を推定する。 

 

STEP1. 測線上に存在する水平な線分の端点の Y 座標値から最も小さい値を

取得する。そして、水平な線分の端点の内、最小値にオフセット値を

足した値以下の Y 座標値を持つ線分を水面の線分として設定する。

（図中の A） 

STEP2. 水平な線分毎に端点の Y 座標値の平均値を算出する。そして、最小値

を持つ点の X 座標値を基準に左右岸に分割する。そして、左右岸それ

ぞれにおいて、最も Y 座標値の平均が高い水平な線分を天端として設

定する。（図中の B） 

STEP3. 水面や天端として推定されなかった水平な線分を小段として、残りの

線分を法面として設定する。（図中の C） 

 

 

図 4-6 地物の推定 

水平な線分

水平でない線分

測線の端点

最小値の点
オフセット値

水面

最小値の点j

天端 天端

法面
小段

(A)

(B)

(C)

Y

X
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次に、横断図生成機能にて保持した対応関係を用いて、横断図の構成点に設定

された地物の情報を点群データに設定する。属性付与対象の地物は、天端、法面、

小段、水面の 4 種類とする。 

 

4.3.6.10 地物推定機能の実装 

本機能の推定結果を図 4-7 に示す。本機能は、点群データの色情報（RGB 値）

として付与し、天端を赤色、法面を緑色、小段を橙色、水面を青色として表示し

ている。 

 

 

図 4-7 地物推定結果 

  

手取川

3.05km

4.3km

9.15km

提案手法
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5. 形状計測技術に関する実証実験 

5.1. 研究概要 

本研究では、開発した 3 次元点群エディタが、次に示す 4 つの性能を満たしてい

るかどうかを実証実験により評価する。 

 

⚫ 膨大な点群データを読み込み高速表示するための「処理能力」 

⚫ 頻繁な仕様変更に対応可能な「拡張性」 

⚫ 3 次元形状の計測結果だけでなく、多様な点検成果を統合可能な「柔軟性」 

⚫ 機器による計測成果のみならず、市区町村の実務者の点検成果を容易に活用

可能な「利便性」 

 

5.2. 処理能力に関する実証実験 

5.2.1. 実験概要 

土木建設業界では、地形の情報を広範囲に計測するため、大容量の点群データを

処理可能な能力が必要である。本研究では、河川の維持管理業務での活用を想定し

ているため、約 4 億点のデータを読み込み高速表示する「処理能力」を備える必要

がある。そこで、本実験では、開発した 3 次元点群エディタが、どの程度の点群デ

ータを読み込むことが可能であるかの性能限界と、その読み込みに要する時間がど

の程度であるかを確認するため、点群データの量を 4 億点まで 1 億点ずつ増加させ

たデータセットを作成して評価する。3 次元点群エディタの性能は、専用のバイナ

リ形式への変換時間と、読み込み開始から描画開始に至る時間にて評価する。 

 

5.2.2. 実験データ 

本実験では、平成 25 年に大和川流域で計測された航空レーザ測量成果（以下、

LP データ）を利用する。利用する LP データを図 5-1～図 5-4 に示す。本実験では、

3 次元点群エディタの性能を評価するため、約 1 億点、約 2 億点、約 3 億点、約 4

億点の範囲の異なる点群データを利用する。 
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図 5-1 LP データ（約 1 億点） 

 

計測範囲（出典：国土地理院）
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図 5-2 LP データ（約 2 億点） 

 

計測範囲（出典：国土地理院）
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図 5-3 LP データ（約 3 億点） 

 

計測範囲（出典：国土地理院）
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図 5-4 LP データ（約 4 億点） 

計測範囲（出典：国土地理院）
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5.2.3. 実験結果と考察 

本実験結果を表 5-1 に示す。 

 

表 5-1 実験結果 

 

 

実験結果から次のことがわかった。 

 

⚫ 高速に膨大な点群データを専用のバイナリ形式に変換できる 

変換時間を確認すると、1 億点で約 1 分、4 億点で約 4 分と実用的な時間での

変換に成功していることがわかった。また、変換時間の推移を見ても、点数の増

大に合わせて、変換時間が級数的に増加することはなく、線形的な変換となって

いた。このことから、4 億点以上の点数においても、高速に処理できると考えら

れる。 

 

⚫ 点群データを高速に読み込めることがわかった 

読込時間を確認すると、1 億点が 9 秒、2 億点以降は約 30 秒で読み込み可能で

あることがわかった。このことから、本システムは、データ形式を変換すること

で点群データを高速に読込可能なことがわかった。また、2 億点以降で読込時間

の変化が少ないことから、4 億点以上の点群データにおいても、高速に読込がで

きる可能性があると考えられる。 

1億点 2億点 3億点 4億点

変換時間 65 119 175 229

読込時間 9 29 33 26

0
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5.3. 拡張性に関する実証実験 

5.3.1. 実験概要 

2016 年 3 月に公開された「UAV を用いた公共測量マニュアル（案）」や「空中写

真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）」等、

技術の更新に伴い新たな仕様が公開される。このことから、3 次元点群エディタは、

新たに定義される様々な仕様に柔軟に対応可能な「拡張性」を備えた構造を実現す

る必要がある。 

本研究で開発する 3 次元点群エディタは、プラグイン機構による機能拡張が可能

な仕組みを実現している。本実験では、3 次元点群エディタがプラグイン機構によ

り、容易に機能拡張可能であるかを評価する。 

 

5.3.2. 実験手順 

本実験では、以下の手順により、本システムの拡張性を確認する。また、その際

に、どの程度まで UI を拡張できるかを確認する。 

 

STEP 1. プラグインフォルダを空の状態にして、3 次元点群エディタを起動 

STEP 2. プラグインメニューを確認 

STEP 3. プラグインフォルダにプラグインの DLL を設置 

STEP 4. 3 次元点群エディタを再起動 

STEP 5. プラグインメニューを確認し、プラグインが読み込まれているかを確認 

※設置するプラグインは、3 つのテスト用プラグイン（Point Cloud Library プラ

グイン、地盤点抽出器プラグイン、属性管理プラグイン）を用いる。 

 

5.3.3. 実験結果と考察 

本実験結果を次の図 5-5 と図 5-6 に示す。図 5-5 とは、実験手順 STEP 2 のとき

のプラグインメニューである。図 5-6 は、実験手順 STEP 5 のときのプラグインメ

ニューである。 
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図 5-5 プラグイン読込前 
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図 5-6 プラグイン読込後 

 

本実験結果を確認すると、プラグインを所定のフォルダに設置するだけで、プラ

グインメニューが追加され、機能が増えていることが確認できた。このことから、

本システムは、容易に機能を拡張できることがわかった。 

また、実験の際に、本システムでのプラグインの拡張性を確認した。確認した結
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果を次の表 5-2 に示す。 

 

表 5-2 プラグインの拡張性 

拡張内容 対応可否 説明 

新たなフォームや処

理の追加 ◯ 

新たにフォームを表示し、処理パラメー

タを設定し、設定値に基づいた処理を行

う等の機能の追加 

描画処理の操作 
× 

LoD 処理を変更する等、OpenGL の描画

処理への介入 

ワークスペースの操

作 ◯ 

点群データの複製や、削除、編集、追加

等のワークスペース内にある点群データ

への操作 

プロパティの操作 

× 

点群データの表示対象の属性の変更や可

視化スケールの範囲調整等のプロパティ

を変更する操作 

データ読込処理の操

作 ◯ 

点群データ読込時に任意の別処理を並行

して実行する等、データ読込時の処理へ

の介入 

 

本システムとプラグインの連携については、新たなフォームの追加、ワークスペ

ースに登録された点群データやデータ読込処理を通して連携を行っていることがわ

かった。しかし、現在、プラグインパッケージとしては、ファイル IO 用クラス群と

拡張機能用クラス群のみを用意しているため、描画処理やプロパティの操作につい

ては、拡張できないことがわかった。本課題は、描画用拡張クラス群やデータ管理

用拡張クラス群を追加することで対応できると考えられるため、今後、プラグイン

パッケージの追加が必要であると考えられる。 

 

5.4. 柔軟性に関する実証実験 

5.4.1. 実験概要 

本研究で開発する 3 次元点群エディタは、河川の維持管理業務を支援する専用機

能を備える。3 次元点群エディタが河川管理に活用するための機能として、計測し

た点群データを下敷きに、日常点検の情報や河川構造物の主題情報を関連付けて可
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視化することや、時期の異なる複数のデータを比較して形状変化を時系列的に確認

することが求められる。そこで、本研究では、本システムが河川に維持管理におけ

る様々な点検内容に対応可能な柔軟性を保有しているかを確認する。 

 

5.4.2. 実データを用いた河川管理支援機能の実行例 

本システムが有する横断図可視化機能、差分検出機能、ファイル関連付け機能の

動作結果を以下に示す。 

 

⚫ 横断図可視化機能の利用 

横断図可視化機能を利用した結果を図 5-7 に示す。詳細な操作手順について

は、4.3.6.4 を参照されたい。動作結果から、点群データ上の 2 点を指定するだ

けで、容易に横断図を生成できることがわかった。 

河川の維持管理では、数年に一度全国の一級河川で定期縦横断測量が行われ、

横断図や縦断図として河川の堤防形状を記録し、蓄積している。これらの測量

作業は、人手で行われるが、本システムを用いることで、効率的な横断図作成

作業ができると考えられる。 
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図 5-7 横断図可視化機能の結果 

 

⚫ ファイル関連付け機能の利用 

ファイル関連付け機能を利用した結果を図 5-8 に示す。詳細な操作手順につい

ては、4.3.6.6 を参照されたい。動作結果から、ファイルが関連づいた領域データ

を読み込むことで、点群データを確認しながら、各種ファイルにアクセスできる
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ことがわかった。 

ファイル関連付け機能は、様々なファイルを関連付けて、いつでも開くことが

できる。そのため、本システムにより、計測した横断図や、現地の写真、点検結

果等を時系列で関連付けて、一元管理することができると考えられる。 

 

 

図 5-8 ファイル関連付け機能 

 

⚫ 河川カルテの再現度の確認 

本実験では、河川カルテをファイル関連付け機能でどの程度再現できるかを確

認した。ファイル関連付け機能では、図 5-9 に示すとおり、領域データにてファ

イルを関連付けている。属性情報として、河川カルテの内容を網羅するほど細か

なタグはなく、ファイルをそのまま紐付けるのみである。そのため、本機能では、

河川カルテ全体を紐付けることができるが、細かな項目までは再現できないこと

がわかった。 

 

 

図 5-9 領域データ 

 

⚫ 差分検出機能の利用 

差分検出機能を利用した結果を図 5-10 に示す。詳細な操作手順については、

領域データに紐付いた
ファイルを開く

ファイルの
起動
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4.3.6.8 目を参照されたい。動作結果から、読み込んだ 2 時期の点群データから、

容易に差分を検出できることがわかった。 

河川の維持管理では、巡視員が定期的に河川を巡視し、変状等を発見次第、

河川カルテに状況を記入している。本システムを用いることで、変状箇所を容

易に検出でき、効率的に点検が可能と考えられる。 

 

 

図 5-10 差分検出機能 

 

5.4.3. 河川管理への適用可能性の実験 

本節では、本システムにより、河川の維持管理業務に対応可能かを確認する。実

験手順としては、「国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 河川保全企画室：
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河川維持管理に関する技術研修テキスト【実務者編】，2014．」を確認することで、

現状の維持管理業務を整理する。そして、整理した各業務に本システムの支援機能

が活用可能かを検討する。 

検討結果を表 5-3 に示す。 

 

表 5-3 適用可能性の検討結果 

作業項目 内容
形状測定

機能

横断図生成

機能

ファイル

関連付け

機能

差分検出

機能

地物推定

機能

堤防や河川構造

物の点検

堤防や河川構造物に亀裂や

過度なはらみだし等の異常

がないかを点検する。点検

は、目視点検を基本とし、

変状がある場合は、スケー

ル等により計測を実施し、

変状の規模を把握する。

◯ ◯

河道の点検

河道に樹木群の繁茂や土砂

堆積、河床沈下、河岸侵食

等が行っていないかを点検

する。点検範囲が広大なた

め、河道の変動特性を踏ま

えて、点検箇所を限定す

る。

◯ ◯

河川カルテの整

備

点検結果を河川カルテとし

て記述・蓄積する。河川カ

ルテには、変状の進行程度

が判断できるように、変状

状況がわかる写真を撮影

し、メジャーやポール等を

併用し、変状の程度がわか

ることが望ましい。

◯ ◯

河川定期縦横断

測量

数年に一度、200mの距離標

間隔で縦横断測量を行い、

河川の形状を測定する。測

量結果は、縦断図や横断図

として蓄積する。

◯

 

 

検討結果から次のことがわかった。 
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⚫ 形状測定機能と差分検出機能は主に点検業務にて利用可能である 

河川の点検業務では、河川環境に発生した変状を巡視により発見し、その大

きさ等を計測する必要がある。これまでの業務では、巡視員が直接河川を訪れ、

目視で変状を確認し、スケールやポール等で変状の大きさを計測していた。本

支援機能を利用することで、以下のような支援ができると考えられる。 

差分検出機能を利用することで、河川の全ての範囲を目視点検することなく、

2 時期の点群データから変状箇所を容易に特定でき、点検の作業コストを大幅に

削減できると考えられる。また、形状測定機能では、スケールやポール等を用

いて人手で計測する必要がなく、点群データ上から直接計測でき、変状の規模

の把握を効率化できる。 

 

⚫ ファイル関連付け機能と地物推定機能は河川カルテの整備に利用可能である 

河川では巡視結果等を河川カルテとして整備し、維持管理に役立てている。

河川カルテの内容としては、写真を用いて、変状の状況とともにカルテに記述

している。地物推定機能を用いることで、変状の発生箇所が天端、法面、高水

敷のいずれかを自動で登録できる。また、ファイル関連付け機能により河川カ

ルテや写真、図面等を統一的に管理でき、河川カルテの整備の効率化に寄与で

きると考えられる。 

 

⚫ 横断図生成機能は河川定期縦横断測量業務に利用可能である 

河川では、定期的に河川堤防の横断図や縦断図を人手により測量、図化して

いる。しかし、全国の一級河川を対象に行われており、その図化範囲は膨大と

なり、図化コストがかかっている。そこで、横断図生成機能を用いて、点群デ

ータから横断図や縦断図を生成し、図化することで、大幅な作業コストの削減

が可能と考えられる。 

 

5.5. 利便性に関する実証実験 

5.5.1. 実験概要 

従来は、点検内容やデータ形式によって情報を統合するプラットフォームが異な

っていたため、情報の連携に手間が発生していた。本研究で開発する 3 次元点群エ

ディタでは、座標情報を基に情報を連携することで、自治体の担当者をはじめ、誰

でも簡単に同じシステム上で計測データを統合できる「利便性」を備える必要があ
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る。この利便性を担保するためには、市区町村に整備された様々な性能のコンピュ

ータ上で 3 次元点群エディタが安定して動作する必要がある。そこで、本実験では、

性能の異なるコンピュータを複数用意し、3 次元点群エディタが正常に動作するこ

とを確認する。 

 

5.5.2. 実験環境 

本実験では、3 次元点群エディタが利便性を備え、様々なコンピュータ上で動作

することを実証するために、次の 3 つの点群処理に要する時間を計測する。 

 

⚫ 約 2000 万点（河川延長約 2km）の点群データの読み込み・描画 

⚫ 読み込んだ点群データから横断図（測線距離約 400m）の生成・可視化 

⚫ 読み込んだ点群データ全体の差分値の算出 

 

本実験では、実務者の作業環境を想定し、複数の PC にて動作を確認する。各動

作環境を次の表 5-4 に示す。本実験では、環境 1 が高性能な PC、環境 2 が河川管

理事務所に設置される標準的な PC、環境 3 が外業で活用する PC を想定している。 

 

表 5-4 動作環境 

環境 環境 1：高性能 PC 環境 2：標準性能 PC 環境 3：低性能 PC 

OS Windows 7 64bit Windows 10 64bit Windows 7 64bit 

CPU Intel Core i7-4771 

@3.5GHz 

Intel Core i7-6560U 

@2.20GHz 

Intel Core i7 M640 

@2.80GHz 

STARAGE SSD SSD HDD 

Memory 32GB 8GB 8GB 

GPU NVIDIA Geforce 

GTX 760 

Intel Iris Graphics 

540 

NVIDIA GeForce 

310M 

 

5.5.3. 実験結果 

本実験結果を表 5-5 に示す。 
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表 5-5 実験結果 

機能 環境 時間（秒） 

基 本

機能 

読込機能 環境 1：高性能 PC 0.79 

環境 2：標準性能 PC 2.62 

環境 3：低性能 PC 7.84 

拡 張

機能 

横断図生成機能 環境 1：高性能 PC 1.25 

環境 2：標準性能 PC 1.85 

環境 3：低性能 PC 3.31 

差分検出機能 環境 1：高性能 PC 47.07 

環境 2：標準性能 PC 91.99 

環境 3：低性能 PC 100.44 

 

本実験の結果から、様々な動作環境で 3 次元点群エディタが動作することがわか

った。特に、高性能 PC においては、1 秒未満で点群データの読み込みが完了してお

り、非常に高速に点群データを可視化できることがわかった。一方、標準性能 PC

や低性能 PC では、高性能 PC には及ばないが、実用において十分な速度で点群デ

ータを読み込み、横断図や差分を算出できることがわかった。このことから、点検

等の外業においても、Windows タブレット等を持参することで、外でも点群データ

を確認しながら、直接点検結果を点群データに記録可能であることがわかった。 
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6. 3次元点群データと河川カルテの関連付けの可能性評価 

6.1. 研究概要 

本研究では、3 次元点群データを河川管理対象の区域単位に分割管理し、それぞ

れに河川カルテの情報を付与する。そのうえで、河川カルテの情報と、3 次元情報

を合わせて確認することの有用性を確認する。本研究では、実際の河川の LP デー

タと河川カルテを確認し、それらを関連付けるための領域 XML を作成する。そし

て、3 次元点群エディタのファイル関連付け機能により関連付けの可能性評価を行

う。なお、ファイル関連付け機能や領域 XML の詳細は、4.3.6.5 を参照されたい。 

 

6.2. 関連付け方法 

6.2.1. 関連付け対象のデータ 

本実験では、河川の LP データと河川カルテを対象に関連付けを行う。 

 

⚫ LP データ 

本実験では、関連付け先の点群データとして、大和川の河口から 33km 付近の

流域（横 2km、縦 1km 四方）で平成 25 年度に計測された航空レーザ測量成果（LP

データ）を利用する。対象河川を図 6-1 に示す。また、対象の点群データを図 6-2

に示す。 
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図 6-1 対象河川 
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図 6-2 平成 25 年度の LP データ 

 

⚫ 河川カルテ 

本実験では、関連付ける河川カルテとしては、点群データと同様の範囲におい

て、平成 25 年度に作成されたものを利用する。河川カルテは、大きく基本カル

テ（図 6-3）と経時カルテ（図 6-4）の 2 つの様式により構成される。 
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図 6-3 河川カルテ（様式 1） 

 

 

図 6-4 河川カルテ（様式 2） 

 

基本カルテは、平面図に河川の実態に関する基礎情報を記入したもので、点検

結果（調査場所を記号及び主な点検内容）を追加していくものである。 

経時カルテは、基本カルテに記入した項目において、堤防、護岸、河道等に係
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る内容を時間的経過が確認できるよう箇所毎に記入するものである。変状等の原

因が出水、地震、不法行為等と分かる場合には、その原因の状況（雨量等）を記

載し、経年変化が把握できるよう変状等の定量的な把握に努め、変状等の状況が

分かる写真（場所が特定できる遠景と近景）を添付し、何らかの措置を実施した

場合は措置後の状況が分かる写真を添付する。 

 

6.2.2. 領域 XML による河川カルテの関連付け方法 

本研究では、3 次元点群データと河川カルテを関連付けの可能性評価を評価する

ために、領域 XML による河川カルテの関連付けを行う。本項では、関連付け方法

を詳述する。 

河川カルテの内容を確認した結果、基本カルテには、河川の実態に関する基礎情

報が記載されており、経時カルテには、詳細な状況が写真とともに記載されている

ことがわかった。 

そこで、本研究では、基本カルテに記載されている平面図の領域の点群データに

対して、河川カルテを関連付ける。また、経時カルテには詳細な点検結果が記載さ

れており、現場の写真が記載されているため、点検箇所の点群データに対して、写

真（図 6-5 中赤枠）を関連付ける。 

作成した領域 XML を図 6-6 に示す。図中緑枠に示すとおり、平面図の領域に対

して、河川カルテ（PDF 形式）を関連付けている。また、図中赤枠に示すとおり、

各点検箇所の点群データに対して、写真を関連付けている。 
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図 6-5 経時カルテにおける関連付け対象の範囲 
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図 6-6 領域 XML 

 

6.3. 関連付け結果 

本実験結果を図 6-7～図 6-8 に示す。図 6-7 は、読み込んだ点群データの全体で

ある。図中赤枠は、読み込んだ領域の一覧である。本システムでは、各領域のチェ

ックボックスを有効にすることで、その領域の点群データのみを表示することがで

きる。領域 XML に定義された領域内の点群データのみを表示した例を図 6-8 に示

す。また、領域の右クリックメニューからファイル関連付け機能により紐付いたフ
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ァイルを起動することが可能である。紐付いたファイルを起動した例を図 6-9 に示

す。 

 

 

図 6-7 LP データ及び領域 XML の読み込み結果 
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図 6-8 領域内の点群データの可視化例 
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図 6-9 関連付けファイルの起動例 

 

実験結果から次のことがわかった。 

 

⚫ 領域内の点群データのみを表示可能であり、変状等の形状を容易に確認でき

る 

図 6-8 を確認したところ、領域を利用することで、点検結果の点群データの

みを容易に確認できることがわかった。そのため、本システムにより、写真だ

けでなく、点群データからもその変状の詳細を確認でき、点検の効率化が可能

と考えられる。 
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⚫ 関連づいたファイルから、領域内の点群データの詳細を容易に確認できる 

図 6-9 を確認したところ、領域に関連づいたファイルを起動でき、点群デー

タの詳細情報をファイルから確認できることがわかった。そこで、点群データ

に様々な点検結果の図面や台帳等を時系列に関連付けることで、本システムに

より河川の管理システムを統合利用することができると考えられる。 

 

⚫ 内容はファイルを起動しないと確認できない 

ファイル関連付け機能では、ファイルを起動しなければ、その内容を確認で

きない。そこで、河川カルテの内容を領域 XML に取り込み、本システム上で直

接可視化することができれば、より効率的な管理ができると考えられる。その

ため、今後、河川カルテの内容を取り込むための領域 XML のタグを拡張する必

要がある。 
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参考資料 

河川管理業務を支援するために具備すべき機能の調査結果 

 

1. 調査目的 

本調査では、河川の維持管理業務において活用可能な 3 次元点群エディタが具備すべき

基本的な機能を明らかにするために、河川の維持管理業務に必要となる表示項目及び機能

を調査することを目的とする。 

 

2. 調査内容 

本調査では、河川分野における点群データの平常時、災害時の活用方法を調査する。 

 

3. 既存文献の調査方法 

3.1. 調査対象 

3.1.1. 利用する文献検索サービス 

文献検索サービスとは、データベース化された文献情報を検索し、活用できる

仕組みである。学術論文の調査では、以下に示す文献検索サービスを利用し、本

研究に関連する文献を収集する。 

 

⚫ 「CiNii」（http://ci.nii.ac.jp/） 

* CiNii は、国立情報学研究所が作成した文献検索サービスであり、人文、社

会、科学、技術、医学、薬学の全分野の文献情報の検索が可能である。 

* 収録文献数は、約 1,203 万件。現在、登録済みの 300 の学協会からの許諾

を得て、約 300 万件の論文を PDF 化して公開。 

 

なお、調査で収集する文献は、本研究の関連領域を踏まえ、土木分野及び情報処

理分野に該当する学会が発行する論文誌や会誌を対象とする。また、文献の収集期

間は、2010 年から現在までとする。 
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代表的な学会の一例（※会員数は最新とは限らない） 

 

⚫ 社団法人情報処理学会 

* 社団法人情報処理学会は、1959 年発足以来、IT に関する専門家集団として

21 世紀情報化社会の発展に向け、学術・文化・産業等の多方面に貢献して

いる。 

* 現在の会員数は、21,387 名（正会員 18,679 名、学生会員 2,374 名、準会員

43 名、賛助会員 291 社）。 

* 主な研究領域は、ソフトウェア工学、情報学、データベース、アルゴリズム、

自然言語処理、バイオ情報学。 

 

⚫ 社団法人土木学会 

* 社団法人土木学会は、1914 年発足以来、土木工学の進歩及び土木事業の発

達ならびに土木技術者の資質向上を目的とし、学術文化の進展と社会の発展

に貢献している。 

* 現在の会員数は、39,111 名（正会員 31,384 名、学生会員 6,452 名、正会員

（法人）569 名、特別会員 706 名）。 

* 主な研究領域は、構造工学、水工学、地盤工学、土木計画学、舗装工学、情

報利用技術、環境工学。 

 

⚫ 社団法人電子情報通信学会 

* 社団法人電子情報通信学会は、1987 年発足以来、電子・情報・通信の幅広

い技術分野を包括する大規模学会である。 

* 現在の会員数は、35,188 名（正員 27,884 名、学生員 5,420 名、准員 1,281

名、特殊員 375 名、維持員 228 名）。 

* 主な研究領域は、電子工学、情報工学、通信工学。 

 

⚫ 社団法人人工知能学会 

* 社団法人人工知能学会は、1986 年発足以来、人工知能に関する学際的学問

研究の促進を図り、産業の進歩発展に貢献している。 

* 現在の会員数は、約 3,100 名。 

* 主な研究領域は、論理学、言語学、心理学、認知学、知識情報処理。 
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⚫ 地理情報システム学会 

* 地理情報システム学会は、1991 年発足以来、地理情報システム（GIS）に

関する理論的・応用的研究により学術・文化・産業の発展に貢献している。 

* 現在の会員数は、約 1,600 名。 

* 主な研究領域は、地理学、地図学、都市工学、土木工学、林学、農学、経営

学、社会学、情報学、環境科学。 

 

⚫ 社団法人地盤工学会 

* 社団法人地盤工学会は、1949 年発足以来、地盤工学の発展・向上を計り、 地

盤工学を通して豊かで快適な暮らしと社会環境作りに貢献している。 

* 現在の会員数は、約 12,000 名。 

* 主な研究領域は、地盤工学、土質力学、土質動力学、岩盤力学、地盤材料学。 

 

⚫ 社団法人日本道路協会 

* 社団法人日本道路協会は、1947 年発足以来、道路政策のあり方を研究し、

「道路に関する知識の普及」と「道路および交通の発達」に貢献している。 

* 現在の会員数は、約 13,000 名。 

* 主な研究領域は、交通工学、橋梁、舗装、道路土工、トンネル、道路維持修

繕、道路震災対策。 

 

⚫ 社団法人日本建設機械化協会 

* 社団法人日本建設機械化協会は、1950 年発足以来、建設の機械化に係わる

あらゆる分野において研究、普及や啓蒙活動を行い、建設の機械化に貢献し

ている。 

* 現在の会員数は、約 1,400 名。 

* 主な研究領域は、建設機械、機械化施工、材料試験、疲労試験。 

 

⚫ 財団法人日本測量調査技術協会 

* 財団法人日本測量調査技術協会は、1980 年発足以来、測量調査技術の試験・

研究を行い、測量調査事業の健全な発展に貢献している。 

* 現在の会員数は、約 105 社。 

* 主な研究領域は、空中計測・マッピング、位置情報・応用計測、GIS、国土

管理。 
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⚫ 社団法人全国地質調査業協会連合会 

* 社団法人全国地質調査業協会連合会は、1956 年発足以来、地質調査業の進

歩改善を図り、公共の福祉におよび環境の保全に貢献している。 

* 現在の会員数は、約 672 社。 

* 主な研究領域は、地質学、地盤工学。 

 

⚫ 日本知能情報ファジィ学会 

* 日本知能情報ファジィ学会は、1972 年発足以来、あいまいさが本来もつ効

用を活かした人間本意主義のコンピューティング環境と社会の実現を目指

し貢献している。 

* 現在の会員数は、1,057 名。 

* 主な研究領域は、理工学、心理学、認知科学、人文科学、社会科学、経済学、

文学、教育、芸術。 

 

⚫ 社団法人日本ロボット工業会 

* 社団法人ロボット工業会は、1971 年発足以来、ロボットに関する研究開発

を推進し、「産業の高度化および社会福祉の向上」や「国民経済の健全な発

展と国民生活の向上」に貢献している。 

* 現在の会員数は、134 社。 

* 主な研究領域は、ロボット学、機械学、電子学、情報学。 

 

⚫ 社団法人日本機械学会 

* 社団法人日本機械学会では、1897 年発足以来、機械及び機械システムとそ

の関連分野に関する進歩発達を図り、社会の発展及び福祉の向上に貢献して

いる。 

* 現在の会員数は、38,403 名。 

* 主な研究領域は、計算力学、材料力学、流体工学、環境工学、宇宙工学、熱

工学、設計工学、機会力学、バイオエンジニアリング。 

 

3.2. 調査手順 

既存研究の調査では、以下に示す手順に基づいて、学術論文に関する論文誌・学

会誌及び政策動向に関する要領・基準・仕様書を収集・整理する。 
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3.2.1. 文献の収集 

文献の収集では、文献検索サービスを利用した資料の収集と、公共機関の Web

サイトを利用した既存の取り組みの収集を行う。文献の収集で扱うキーワードは、

次のとおりとする。 

 

NO 概要 キーワード 

1 分野 河川 

2 データ 点群、UAV、レーザ 

3 用途 巡視、点検、維持管理、維持、管理、計測 

 

学術論文の収集では、上記のキーワードをもとに、文献検索サービスを利用

し、検索結果の情報を確認する。その後、前述した学会に該当する論文誌や会

誌で、対象期間内に発行された文献のみ保存する。 

なお、上記のキーワードは、一般的な語句を採用しているため、幅広い資料

を収集できる。しかし、収集した資料は、本調査の目的に合致しない文献を多

く含む可能性があるため、収集した文献概要を目視で確認し取捨選択する。 

 

3.2.2. 収集文献の整理 

収集文献の整理では、「収集文献の分析」と「文献の再整理時の作業の効率化」

を目的とした文献整理テンプレートを用いて収集した文献の要約を作成する。 
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4. 収集文献の整理方法 

既存研究の調査では、各文献からキーワードを抽出し、収集文献の集約に必要と

なる情報（分類項目）を整理する。調査した文献を整理する上で利用する文献整理

テンプレートの記述項目を次に示す。 

 

整理テンプレートの記述項目 

No.  文献名  

著者名  雑誌書名  

巻号  ページ  

発行年月  フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

□維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □…（適宜追加） 

可視化内容 
【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  
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□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像 

概要  

考察 （収集文献の中で記載されている考察に係わることを整理して示す。） 
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No. 1 文献名 
複数の既存データを併用した河川

管理 CIMモデルの一考察 

著者名 

藤田 陽一 ,  星野  裕

司,  小林 一郎,  水野 

純生  

雑誌書名 土木学会論文集 F3（土木情報学） 

巻号 Vol.71，No.2 ページ pp.71-79 

発行年月 2015 フェーズ 

□測量・調査・計画 

☑設計 ☑施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション ☑CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

☑複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

☑河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 ☑異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

☑目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 

可視化内容 

【静的】 

☑土木構造物の劣化状況 ☑異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 ☑瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 ☑オルソ画像 

概要 

現在，日本国内の土木事業では，CIM 事業の導入が進んでいる．河川事

業についても，一部で導入されているが，その事例や研究はまだ少ない．

河川は他の土木構造物とは異なり，常に変化する河道を含む．そのため，

維持管理段階が重要となる．その業務をおこなう発注者の支援を行うこと

の意義は大きい．また，河川事業では現在に至るまでに蓄積された大量の

データが存在する．CIMを導入すれば，業務の大幅な効率化にもつながる．

本論文では，平面図や断面図などの既存データを使用し，併用することで，

現状では困難であった不可視部分の可視化など，新たな管理手法を使用で

きる河川管理 CIMモデルについて考察をするものである． 
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No. 2 文献名 
土木構造物の維持管理における応

用地質学の役割 

著者名 脇坂 安彦 雑誌書名 応用地質 

巻号 Vol.54，No.6  ページ pp.236-250 

発行年月 2014 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

☑ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 ☑土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能  

可視化内容 

【静的】 

☑土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  
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□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像 

概要 

社会資本ストックが増加し，建設後長期間を経た土木構造物の老朽化が問

題となっている．このため，土木構造物の予防保全によって長寿命化を図

ることが求められている．土木構造物の長寿命化のための応用地質学の役

割として，新設および既設土木構造物の基礎地盤性状の把握，岩石材料お

よび石造構造物の劣化診断，目視点検や打音検査および非破壊検査を用い

た土木構造物の劣化状況の把握，土木構造物の機能増強等のための調査が

考えられる． 
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No. 3 文献名 

自動航行ロボットを用いた河床の

洗掘調査と河川護岸の概査システ

ム 

著者名 

杉山 史典, 渋谷 研一, 

鈴木 孝洋, 山本 和朋, 

ワンキットウォーラク

ン・ キッティサック 

雑誌書名 日本ロボット学会誌 

巻号 Vol.34，No.8  ページ pp.511-512 

発行年月 2016 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD ☑その他（GPS） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

☑ひび割れ検出機能 ☑異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

☑河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能  

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 ☑異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 ☑水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  
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□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 ☑河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像 

概要 

著者らは護岸の点検について，港湾において，GPS を用いた水面付近のコ

ンクリートのひび割れ位置推定と HDTV カメラ撮影を目的とした小型自動

航行船による浅海観測システムの開発を行っている． 

本研究では，一定流速のある河川に対応できるよう，浅海観測システムを

改良するとともに，河川護岸の定期点検と詳細点検の一部である川床の変

動や浸食・堆積などを同時に計測できる，音響測深気を搭載した小型自動

航行船の開発を行い，河川護岸点検作業の自動化・省力化を行うための手

法について検討する． 
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No. 4 文献名 河川管理のモニタリング技術 

著者名 小林 亘,  藤本 幸司 雑誌書名 計測と制御 

巻号 Vol.55，No.2 ページ pp.151-156 

発行年月 2016 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD ☑その他（レーダ・テレメータ） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

☑水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能  

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

【動的】 

☑水位 ☑雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像 
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概要 

河川管理者は，水害・土砂災害から国民の生命・財産を守るため，さまざ

まなモニタリング技術を用いて河川に関する情報を取得し，河川氾濫の防

止や発災時の対応などの河川管理を行っている．観測データの中で，水位

と雨量は河川管理に必須な最も基本的なものであり，これを得るために古

く(といっても昭和 30 年代まで) は，雨量や水位を人間が観測し，専用の

有線電話や公衆回線を用いて報告する形態がとられてきた． 
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No. 5 文献名 河川点検ロボットシステム 

著者名 米塚 昇司 雑誌書名 日本ロボット学会誌 

巻号 Vol.34，No.8 ページ pp.513-514 

発行年月 2016 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD ☑その他（音響測深機） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 ☑異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 ☑土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

☑河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能  

可視化内容 

【静的】 

☑土木構造物の劣化状況 ☑異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 ☑水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 ☑河川の異常・変状等の位置情報  
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□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像 

概要 

河床地形と護岸堤防の劣化損耗等を点検把握するため、自律航行が可能な

ASV をプラットフォームに、スワス音響測深機、水中音響カメラ、ステレ

オ写真測量機器を搭載し、河床から護岸まで一体化した探査を行うシステ

ムである。 

スワス音響測深機により河床の洗掘あるいは土砂の堆砂状況等を広範囲に

探査するとともに、水中音響カメラで護岸の水中部を、ステレオ写真測量

機器で護岸の陸上部を探査し、変状を把握するシステムである。 
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No. 6 文献名 
河川施設の 3 次元モデルにおける

詳細度に関する検討 

著者名 久保 知洋,  矢吹 信喜 雑誌書名 土木学会論文集 F3（土木情報学） 

巻号 Vol.70，No.2 ページ pp.87-94 

発行年月 2014 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション ☑CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

☑CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

☑維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

☑目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能  

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  
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□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像 

概要 

国土交通省が推進している CIM（Construction Information Modeling）を

河川施設の維持管理に適用する場合，対象となる施設を効率的に 3 次元モ

デル化することが重要である．施工時に作成された河川施設の 3 次元モデ

ルは，維持管理において十分な精度を有していると考えられるが，既存河

川施設のモデル化に施工時と同程度の詳細度を持たせることは，モデル作

成に多大なコストがかかり，あまり現実的でないと考えられる．そこで，

本論では河川施設の 3 次元モデルをどの程度の精緻さで作成すれば維持管

理に過不足なく利用できるかを検討した．その結果，維持管理の目的に応

じた 3 次元モデルの詳細度を選定し，その詳細度の異なるモデルを組み合

わせることで効率的に 3次元モデルが作成できることを確認した． 
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No. 8 文献名 

LP データと河川定期縦横断測量成

果を用いた任意地点の横断図生成

手法に関する研究 

著者名 

田中 成典 ,  中村  健

二,  今井 龍一,  窪田 

諭,  梅原 喜政 

雑誌書名 知能と情報 

巻号 Vol.28，No.5 ページ pp.810-825 

発行年月 2016 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD ☑その他（河川定期縦横断測量成果） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 ☑ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 ☑ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能  

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  
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□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川は，様々な図面や台帳等の資料を調製することで管理されている．特

に，横断図は堤防の現況把握に加え，改修計画等に用いられるため，非常

に重要な資料である．しかし，横断図は，人手で測量，図化作業が行われ

るため，測量費の制約から 200m間隔の距離標地点のみで作成される．その

ため，現在，航空レーザ測量で得られた LPデータから横断図を生成する技

術が求められている．LPデータには，植生等のノイズが含まれ，地表面が

計測されない課題や，点群密度の問題から断面変化点を計測できない課題

がある．LPデータの課題を解消する既存研究として，LPデータから一定範

囲毎に最下点を取得して地表面の点群データを抽出する手法や LP データ

からブレイクラインを推定する手法があるが，それぞれ「点群データの精

度がグリッド幅に依存する課題」と「湾曲部においてブレイクラインを誤

抽出する課題」がある．そこで，本研究では，この２つの課題を解消する

グリッド幅に依存しないノイズ除去手法と，湾曲部においても適切にブレ

イクラインを推定する手法を提案する．評価実験では，提案手法と既存手

法で生成した任意地点の横断図を比較，評価し，提案手法の有用性を明ら

かにした 
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No. 9 文献名 
UAVを利用した空中写真の河川地形

計測への適用性 

著者名 渡辺 豊,  河原 能久 雑誌書名 土木学会論文集 B1（水工学） 

巻号 Vol.72，No.4 ページ pp.1105-1111 

発行年月 2016 フェーズ 

☑測量・調査・計画 

□設計 □施工 

□維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD ☑その他（DSM） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 ☑空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能  

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 ☑DSM  

□河川施設の点群データ 

【動的】 
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 ☑オルソ画像  

概要 

本論文では，UAV に搭載された低コストのデジタルカメラで取得された画

像から得られたデジタル表面モデル（DSM）の精度を評価するために行っ

た 2 つの野外実験の結果を示す．同時に，RTK-GPS とトータルステーシ

ョンを用いた調査も実施した． 

DSM と調査データを比較すると，地上基準点の数とレンズの品質は高精

度測定の重要な要素であるということがわかった．標高 100ｍの誤差は

2cm 以下であり，UAV を用いた写真測量が河川形態のマッピングに適用性

が高いことがわかる． 
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No. 10 文献名 

LP データと過年度の河川定期横断

測量成果を用いた横断図生成手法

に関する研究 

著者名 

田中 成典 ,  今井  龍

一,  中村 健二,  窪田 

諭,  梅原 喜政 

雑誌書名 土木学会論文集 F3（土木情報学） 

巻号 Vol.70，No.2 ページ pp.283-292 

発行年月 2014 フェーズ 

☑測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（____） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 ☑ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 ☑ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能  

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  
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□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川は古来より私たちに恵みをもたらし，時折猛威をふるってきた．私た

ちの安心安全で豊かな生活を確保するうえで，河川管理の社会的責務は極

めて重大である．河川管理で取り扱われている様々な資料の内，横断図は

堤防の現況把握に加え，堤防改修計画や流下能力の把握などでも利用され

ており，全国の一級河川で定期横断測量を実施して調製されている．実測

による横断図調製の代替手法として，航空レーザで取得した点群データの

利用が研究されているが，計測誤差や植生のノイズに影響される課題など

がある．本研究は，これらの課題を解消し，点群データから高精度な横断

図を生成する手法を提案する． 
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No. 11 文献名 
Δu法を模擬した盛土堤防の安全率

評価に係る実験的考察 

著者名 森 洋 雑誌書名 農業農村工学会論文集 

巻号 Vol.85，No.1 ページ pp.1-2 

発行年月 2017 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（____） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 ☑耐震性評価 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 

【動的】 
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□水位 □雨量 ☑耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

液状化時の河川堤防における耐震性評価手法では，液状化低効率（F1）よ

り推定される過剰間隙水圧（Δu）を利用して（kh【設計水平深度】＝0），

有効上載圧を低減させる円弧すべり法（Δu法：Fig.1）を用いるのが一般

的であり，河川堤防背後地の浸水被害の可能性に対する判断基準として利

用されてきた（建設省河川局治水課，1995）． 

本論文では，実務設計で用いられているΔu法の評価特性を，動的な振動

を与えることなく水頭差による地盤内の間隙水圧を上昇させることで任意

の液状化状態を一様に保持することが可能な準定常的な上向き浸透流によ

る静的な液状化模型により検証し，盛土堤防の安定性評価を行った． 
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No. 12 文献名 
河川堤防計測へのモバイルマッピ

ングシステムの適用 

著者名 
橘 菊生,  間野 耕司,  

島村 秀樹,  西山 哲 
雑誌書名 写真測量とリモートセンシング 

巻号 Vol.54，No.4 ページ pp.166-177 

発行年月 2015 フェーズ 

☑測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD ☑その他（GPS） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 ☑差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 ☑ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 ☑位置の推定機能 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 



123 

 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

本論文では FKP方式で自己位置を求めている MMS によって河川堤防の形

状を高精度に計測する手法を検討する。まず FKP方式と RTK法により電子

基準点を固定局として用いた場合の MMS の自己位置の精度を比較し，また

新たに固定局を設けて位置補正をした場合の MMS の車両の自己位置の精

度を求め，河川堤防に適用する際の汎用的な計測手法の構築を試みる。次

に自己位置を高精度に得る手法で計測したレーザ点群をもとに，堤防天端

の標高および堤防の天端から法面方向を計測した結果の位置精度を検証す

る。最後に堤防の断面形状を正確に捉えるために，法面の地表面に到達し

たレーザ点群の抽出方法を検討し断面形状の作成を試みる 
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No. 13 文献名 

河川堤防における強震動および津

波の複合影響に関するハイブリッ

ド解析 

著者名 
秦 吉弥,  谷本 隆介,  

常田 賢一,  舘川 逸朗  
雑誌書名 

土木学会論文集 A1（構造・地震工

学） 

巻号 Vol.70，No.4 ページ pp.369-383 

発行年月 2014 フェーズ 

☑測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD ☑その他（地震波形） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 ☑災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 ☑段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  
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□河川施設の点群データ 

【動的】 

□水位 □雨量 ☑耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

2011 年東北地方太平洋沖地震により，宮城県石巻市の新北上川の堤防は，

津波で破堤したとされているが，津波前の地震動により堤防の沈下が発生

し，津波により堤防被害が増長した可能性がある．本研究では，津波遡上

の影響範囲にある河川堤防における地震動および津波の複合的な影響に着

目し，河川堤防の被害に関する再現解析を実施した．まず，地震動の影響

に関して，現地で実施した常時微動計測に基づいて評価した本震の地震動

により動的有効応力解析を実施した．次に，津波の影響に関して，地震動

による残留変形下の津波越流解析を実施した．その結果，津波による破堤

区間と未破堤区間において，地震動による残留変形下の堤防での津波の越

流特性(流速等)の差異が明らかになり，津波遡上域にある河川堤防の耐震

性と耐津波性の複合関係および津波対策としての耐震性の重要性が明らか

になった． 

 

 

 

 

  



126 

 

No. 14 文献名 

国土交通省における ICT，次世代社

会インフラ用ロボットの導入推進

の取組について 

著者名 新田 恭士 雑誌書名 計測と制御 

巻号 Vol.55，No.6 ページ pp.470-476 

発行年月 2016 フェーズ 

☑測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション ☑CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

☑ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

☑点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

☑災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

☑土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

☑インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

有識者で構成された i-Construction 委員会 (小宮山宏委員長) の審議に

おいて，建設現場の生産性革命を進めるための視点，当面取り組む 3 つの

トップランナー施策(① ICT 技術の全面的な活用，②規格の標準化，③施

工時期の平準化) が示された．特に，建設現場での全面的な ICT 活用では，

小型無人航空機の普及や，高性能 3 次元計測技術，データ処理技術などを

取り込み，現状で 3 次元データの利用が MC／MG 建機と出来形 TS (トー

タルステーション) に止まっている情報化施工に対し，測量から設計，施

工，検査までのプロセス全体に適用し一貫したデータ活用による生産性向

上を目指すこととされた. 

国交省では，膨大なインフラ点検を効果的・効率的に行い，また，人が近

づくことが困難な災害現場の調査や 応急復旧を迅速かつ的確に実施する

ための「次世代社会 インフラ用ロボット」の開発・導入を推進している．

重点分野とした橋梁・トンネル・ダム・河川構造物等のインフラ点検や災

害時の調査，応急復旧作業を対象に，平成 26～27 年度の 2 ヶ年で実用性

に優れたロボットを公募し，試行的導入に向けた実用性を確認するための

現 場検証と評価を実施した． 
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No. 15 文献名 
3Dレーザスキャナと水中 3Dスキャ

ナによる維持管理点検技術 

著者名 古殿 太郎, 大野 敦生 雑誌書名 日本ロボット学会誌 

巻号 Vol.34，No.8 ページ pp.509-510 

発行年月 2016 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD ☑その他（音響測深機） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

☑河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 ☑異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 ☑水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川・海岸の護岸部において、作業船や潜水士を使用 せず、陸上から効率

的に洗掘、堆積、破損等の変状を概査する。 

陸上では 3Dレーザスキャナ、水中部は 3D音響 スキャナを使用して点検対

象物を 3D測量し、陸上と 水中の測量結果（XYZ座標を持つ点群データ）

を統合して、シームレスな 3D点群データを取得する。 

水中 3Dスキャナによる点群データは測定後速やかに PC 画面に表示され、

その場で水中の状況を確認。 

コンクリート部の損傷、うき・剥離・剥落、豆板や、コールドジョイント

部のうき・剥離・剥落、鋼矢板部の劣化・損傷状況等について、潜水士に

よる近接目視の代替（精査）または支援（概査）ができる． 
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No. 16 文献名 
震後対応における意思決定を支援

する即時震害推測システムの開発 

著者名 

長屋 和宏,  片岡 正次

郎,  日下部 毅明,  松

本 幸司 

雑誌書名 
土木学会論文集 A1（構造・地震工

学） 

巻号 Vol.72，No.4 ページ pp.966-974 

発行年月 2016 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 ☑シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 ☑災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

☑地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 ☑異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  
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□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 ☑地震動分布  

☑インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

地震発生時における国土交通省の所管施設の管理では，大きな震度が観測

されたエリアで点検を実施している．しかしながら，被害が甚大でその分

布が広範にわたる場合や地震が夜間に発生した場合など，被害状況の把握

に数時間以上を要することがあり，迅速な災害対策のための意思決定が困

難になることが懸念される．そこで，地震発生直後に得られる強震記録か

ら地震動分布を推計する手法および地震動分布とインフラ施設の基礎情報

をもとに被害状況を推測する手法の開発を行った．また，開発成果を踏ま

え，施設管理者などの意思決定の支援を目的に地震発生直後の情報の少な

い段階においてインフラ施設の被害推測情報などを提供する，「即時震害推

測システム」の開発を行った．開発にあたっては，災害対応現場の担当者

との意見交換などを踏まえ，基本的な機能に加え，地震発生直後に現地支

部庁舎の被災や対応に当たる職員などの状況を推察することを目的とした

推計地震動分布と管理事務局，出張所の位置を重ね合わせ，庁舎位置の地

震動強さを把握する機能などの災害時の意思決定支援に資する機能を備え

た． 
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No. 17 文献名 

雨量計による大雨の捕捉性能の評

価と雨量計の受持ち区間の見直し

方法に関する研究 

著者名 

鈴木 博人,  大島  竜

二,  中北 英一,  高橋 

日出男 

雑誌書名 土木学会論文集 B1（水工学） 

巻号 Vol.71，No.4 ページ pp.1303-1308 

発行年月 2015 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

☑水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  
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□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 

【動的】 

□水位 ☑雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

本研究では，鉄道を対象に，雨量 計の受持ち区間において列車運転規制基

準値以上の大雨 となった場合に，雨量計の地点でも列車運転規制基準値 

以上の大雨となった割合，つまり列車運転規制が発令された割合を用いて，

雨量計による大雨の捕捉性能を定量 的に評価する方法を提案する．その上

で，大雨の捕捉性 能の低い雨量計を抽出して，その雨量計の受持ち区間の 

見直しや雨量計を増設することで，雨量計による大雨の 捕捉性能を改善す

る方法を提案する． 
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No. 18 文献名 
3次元技術がコンサルタントの役割

を広げる 

著者名 森 博昭,  上田 隆 雑誌書名 コンクリート工学 

巻号 Vol.50，No.9 ページ pp.816-819 

発行年月 2012 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション ☑CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

☑CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 ☑ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

手書きの図面は CAD 図面へと変化したが、それはツールが便利になったの

であって根本的なプロセスは変わっていない。しかし、プラットフォーム

として三次元技術を導入すればインフラ整備の全体の流れが効率化すると

考えられる。 
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No. 19 文献名 
Webマップを用いた防災・安全情報

の活用可能性 

著者名 

瀬戸 寿一,  村中  亮

夫,  谷端 郷,  中谷 

友樹 

雑誌書名 地学雑誌 

巻号 Vol.121，No.6 ページ pp.946-961 

発行年月 2012 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

□維持管理 ☑該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 ☑災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  
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□河川施設の点群データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

本研究は，地域の防災・安全情報をインター ネット上で提供する Web マ

ップを Google Maps API 等を用いて構築し，このシステムを活用し た住

民参加による防災・安全の見回り活動を実施 して，防災・安全情報に対す

る住民のニーズや意 識の相違を検討した。本ワークショップで得られ た，

住民自身の視点に基づく防災・安全情報に対 する評価や参加者同士の発話

を検討した結果，とくに歩行環境への関心の高さが明らかとなり，その安

全性についても活動に参加したグループによって異なる評価が与えられ

た。他方，本研究で対象としたグループは限られており，他の住民組 織に

よる視点や身体活動能力の違いによる評価差といった，環境評価の異なる

住民層の情報を整理する枠組みが今後に向けて必要である。 次に，Web マ

ップを利用した防災・安全情報 の日常生活での活用については，ワークシ

ョップ参加者からの評価結果によると，一部のグループ を除き地域内での

歩行や運動への活用に対する価値づけが認められた。Web マップが住民の

日常的な歩行や運動に利用されることで，これまで見過ごされてきた防

災・安全情報の発見につながることも考えられる。ただし住民の Web マ

ップに対する情報リテラシーや異なるニーズを考慮する必要もあり，「ユー

ザビリティ」の視点 をとり入れた Web マップのデザインが求められる。 
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No. 20 文献名 

LP データを用いた震災前後の被害

箇所の自動検出結果の可視化に関

する研究 

著者名 

田中 成典,  今井  龍

一,  中村 健二,  川野 

浩平 

雑誌書名 土木学会論文集 F3（土木情報学） 

巻号 Vol.68，No.2 ページ pp.197-205 

発行年月 2012 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

□維持管理 ☑該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

☑CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 ☑ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

☑災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 ☑ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  
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□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 ☑河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

災害復旧は，被災状況を迅速かつ適切に把握することが肝要である．河川

事業では，通常，LP などの既存資産が生成・蓄積されている．そこで，被

害箇所の詳細な状況は，既存資産の LPから生成した 3 次元 CADデータと震

災後の LPから生成した 3次元 CADデータとを比較することで把握できる．

しかし，迅速な対応が求められる復旧対応のなかで，すべての被害箇所を

詳細に確認する事は，多大な手間が必要である． 

 そこで，本研究では，まず，東日本大震災の被害状況を分析し，被害箇

所の検出の指針を定める．次に，震災前後の LPを活用して被害箇所の候補

を自動的に検出する手法を提案する．提案手法の有用性を検証するため，

東日本大震災で得られた LPを用いて実証実験を行い，被害箇所の候補の検

出精度を評価する． 
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No. 21 文献名 

デジカメ航空写真による中小河川

の地形データ作成と河道計画への

適用可能性 

著者名 

大石 哲也,  萱場  祐

一,  加瀬 瑛斗,  渡辺 

敏,  高岡 広樹 

雑誌書名 土木学会論文集 B1（水工学） 

巻号 Vol.68，No.4 ページ pp.1399-1404 

発行年月 2012 フェーズ 

☑測量・調査・計画 

□設計 □施工 

□維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション ☑CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

☑水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 ☑空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  
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□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 

【動的】 

☑水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

本研究では河道計画時に必要となる横断面形状の取得 に関して，現地測量

データ，デジカメ航空写真を図化処理することで横断面形状を取得し，こ

のデータを元に治水安全度評価（一次元不等流計算）を行った場合に，各 の

手法でどの程度の誤差が生じるかについて検討した． また，本報でとりあ

げたデジカメ航空写真による技術について，精度の面，時間的なコストの

面など河川管理に利用していくうえでの適用可能性と課題について考察を

行った． 

対象とした小里川での検討結果として，以下の結論が得られた．  

1) 現地測量データと人的な図化処理データ（解像度 5cm/pixel）とにでき

る横断面形状の差異は，断面積にして 0.8m2 ，測線の単位誤差は 0.03m2 

/m であった．  

2) 一次元不等流計算結果（横断測線の内挿間隔は 20m）から，現地測量

データと図化処理（解像度 10cm/pixel）での縦断水位は概ね一致した．  

3) 人的な図化処理は精度はよいものの，作成時間がかかるため，河道計画

へ適用する場合，現実的には，自動図化処理の精度向上（近赤外線写真の

利用により植生域の処理精度を向上）を図ることが重要であることを示し

た． 
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No. 22 文献名 
土砂の動態を基にした流域環境管

理の必要性 

著者名 町田 尚久 雑誌書名 日本地理学会発表要旨集 

巻号 Vol. 2016ｓ ページ  

発行年月 2016 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション ☑CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD ☑その他（供給土砂） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 ☑災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

☑維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

☑崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

本研究では，土砂が作り出す地形と氾濫発生地点の変化を土砂供給という

視点を基に，河川管理を流域単位で検討した。なお，本研究では流域全体

で作用している河川の掃流力を一つのシステムとして捉え，流域環境管理

を考えた。 
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No. 23 文献名 
高密度レーザスキャナ搭載型 MMS

が支えるインフラの維持管理 

著者名 大森 康至, 末久 博行 雑誌書名 写真測量とリモートセンシング 

巻号 Vol. 52，No.6 ページ pp.278-279 

発行年月 2013 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション ☑CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 ☑土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

☑土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 ☑色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 ☑オルソ画像  

概要 

社会資本メンテナンス元年として道路や橋梁などのインフラの老朽化に対

する懸念が認識され．維持管理のための G空間情報に関する注目が高まっ

ている。いっぽう，車両に計測センサを搭載したモービルマッピングンス

テム：MMSが数年前から用いられ、高精度で高分解能の道路周辺の G空間

情報が活用されている。国土交通省は河川砂防技術基準を改定して調布手

法の範囲を広げており，河川管理の高度化を目的とした MMSによる全方位

画像の取得を推進している。これらの背景も踏まえて最新機器を搭載した

MMS(Asahi GT-4)の維持管理に関する適応性について紹介する。 
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No. 24 文献名 
中小河川改修への補助制度成立と

愛知県の事例 

著者名 安井 雅彦 雑誌書名 土木学会論文集 D2（土木史） 

巻号 Vol. 70，No.1 ページ pp.66-82 

発行年月 2014 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 ☑シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  
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□河川施設の点群データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

大正末期に開始された用排水幹線の改良に対する農林省の府県への助成

は，中小河川改修の場合にも実施されるようになり，内務省の河川管理権

限との調整を必要とした．その後内務省の補助制度が成立するが，府県の

側からすれば，いずれの補助費も荒廃する中小河川の水害減少に有効なも

のであった．愛知県内での当時の中小河川改修の経過を調べていくと，両

省間での河川管理権限に関する調整の影響は小さく，計画手法の違い，流

域・沿川の状況などから棲み分けが行われたことが確認される．この時期

の同県には，双方の補助費を効果的に受け入れ，中小河川の改修を積極的

に推進しようとする姿勢が見られる． 
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No. 25 文献名 
大岡川下流域の河川利用に見られ

る地域連携の特徴 

著者名 菅原 遼 雑誌書名 環境情報科学論文集 

巻号 Vol. 70，No.1 ページ pp.66-82 

発行年月 2014 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

本研究では，大岡川下流域に整備されている接岸施設を対象に，その利用

状況及び管理体制を把握する。 次いで，大岡川桜桟橋の管理体制に着目し，

大岡川桜桟 橋に係わる組織・団体間の関係性とその特徴を捉える。 それ

により，今後の都市域における河川利用のための連携体制の構築に向けた

方策を検討することを目的とする。 

明らかになった点は以下の通りである。 ①大岡川下流域に整備された接岸

施設 4 施設の施設形態 には，荷揚げ場と浮桟橋があり，インフラ整備や

後背地 との関係性，管理体制等，各々整備状況が異なる。 ②各接岸施設

の利用人数は平成 23〜25 年度の 3 年間で 約 3.1 倍増加しており，そ

の中でも，大岡川桜桟橋は約 9.3 倍増加しており，他接岸施設を上回って

いる。また， 各接岸施設の利用パターンとしては，「春型」「夏型」「秋 型」

の季節変動による利用が各々見受けられた。 ③地域主導により整備された

大岡川桜桟橋は，川の駅運 営委員会による管理委託がなされ，河川利用者

における円滑な施設利用に向けた体制づくりが図られていた。 ④大岡川桜

桟橋を取り巻く組織・団体の役割は，発足期 − 増加期− 発展期に分類で

きた。発足期では，川の駅運 営委員会が主体となった接岸施設管理がなさ

れており， 主に地域住民を対象とした河川利用イベントが定期的に実施さ

れていた。増加期では，河川利用を目的とした市 民団体等による川の駅運

営委員会との連携が見られるようになり，地域住民だけでなく，都市部の

来訪者の誘致が図られていた。発展期では，川の駅運営委員会と市民団体

等での役割分担によって接岸施設の管理が行われて いた。また，市民団

体・NPO 団体等の有する事業性及び専門性を活かした河川利用イベント

やルールづくり検討会が実施されていた。 以上を踏まえ，今後，多様な主

体が係わる河川利用を推進していく際には，「市民−行政」間の仲介役とな

る中間的組織の構築を検討していくとともに，河川利用に係 わる地縁型組

織及びテーマ型組織の特徴を考慮した事業 展開を図っていく必要がある

と考える。 
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No. 26 文献名 
中小河川の断面形状と河道粗度設

定手法の変遷に関する考察 

著者名 
原田 守啓, 藤田 裕一

郎 
雑誌書名 土木学会論文集 B1（水工学） 

巻号 Vol. 68，No.4 ページ pp.I_1291-I_1296 

発行年月 2012 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

☑維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

本研究では，初めに，我が国の中小河川において「単 断面・河道掘削・立

ち護岸」による改修が一般化した背 景を考察するために，実務者が拠り所

にしたと考えられ る技術基準類・技術図書類を，昭和 10 年代以降につい

て できるだけ収集し，各時代の河道安定と河道の粗度係数 の設定方法に

関する考え方を整理した． 次いで，中小河川改修が大幅に進展した昭和

50 年代の 資料等から，当時計画された標準断面の形状と粗度係数 の設定

方法について整理し，粗度係数設定方法の相違により，どの程度のばらつ

きを生じたかを検討し，開水路のせん断力分布の観点から考察を加えた． 

本研究の結果は，中小河川単断面河道における断面計画及び粗度計画の課

題を，過去の経緯から考察したものであり，課題を解決する方向性として，

「中小河川の河道計画に関する技術基準」に提示された「川幅を拡げる改

修」を支持するものであるが，川幅拡幅による幅水深比の変化が，潤辺に

沿ったせん断力分布に与える影響の観点から，河道の安定を評価する必要

性が指摘される． また，中小河川河道の粗度係数は，河道内への植生の侵

入等によって容易に変化するものであり，水理学的観点とともに，河川管

理の観点からは，許容しうる粗度係数 の変動幅について検討が必要であろ

う． 
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No. 27 文献名 
築堤事業の設計における CIM の適

用についての一考察 

著者名 

宮武 一郎, 田村 利晶, 

盛 伸行, 岡井 春樹, 

高岸 智紘 

雑誌書名 土木学会論文集 F3（土木情報学） 

巻号 Vol. 70，No.2 ページ pp.II_1-II_8 

発行年月 2014 フェーズ 

□測量・調査・計画 

☑設計 ☑施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション ☑CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

☑CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

☑河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

☑目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  
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□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

本稿は，河川事業のうち築堤事業の設計の過程において CIM（Construction 

Information Modeling）を適用した結果を報告するとともに，その結果で

得られた知見を踏まえ，築堤事業の設計における CIM の適用について述べ

るものである． 

 CIMを設計において試行した結果，CIMの適用によりこれまでであれば顕

在化しにくかった図面間の不整合の発見に寄与することや，関係機関との

協議や地元関係者への説明に有用な手段となる可能性が示された．一方，

CIMを適用した設計においては，相当な業務量を要するところもあった．

試行の結果や現状（通常）の築堤事業におけるリスクを踏まえつつ，CIM

を適用する場合のプロセス，予備設計・詳細設計それぞれの実施事項を提

案し，CIMを設計に適用することにより期待される効果を述べる． 
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No. 28 文献名 

住民主体の河川環境保全・再生活動

活性化のための地域分析と可能性

評価 

著者名 
神谷 大介, 池田 晴香, 

赤松 良久 
雑誌書名 土木学会論文集 B1（水工学） 

巻号 Vol. 70，No.2 ページ pp.22-31 

発行年月 2014 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  
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□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

住民が主体となった河川環境の保全・再生活動を活性化させるための政策

的知見を得ることを目的に，1級水系を対象として，活動の変遷，現状の

活動有無に関する判別分析，活動が起こりやすい地域を明らかにするため

の活動ポテンシャルを評価した．特に，実用性に鑑み，既存統計資料を用

いた活動ポテンシャル評価モデルの作成を行った．この結果，小学校が近

くにある場所で活動が起こりやすいこと，流域連携が活動活性化に対して

有効な手段であることが示された．特に，河川環境行政の柱の 1つである

「川の学習」に関しては，中国地方における分析より，小学校の存在より

も流域連携が大きな役割を果たすことが示された． 
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No. 29 文献名 
太田川デルタにおける河川流路網

の洪水流と河床変動に関する研究 

著者名 
後藤 岳久, 福岡 捷二, 

田中 里佳 
雑誌書名 土木学会論文集 B1（水工学） 

巻号 Vol. 68，No.4 ページ pp.I_1195-I_1200 

発行年月 2012 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 ☑災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

☑水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

☑河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 ☑水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  
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□河川施設の点群データ ☑河川維持管理のための基礎的情報 

【動的】 

☑水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

本研究の目的は，太田川デルタ河川網における洪水中の流れと河床変動，

洪水流量配分を把握するため，大きな潮位変動や複雑な河道形状を有し，

各河川の流れの状態が相互に影響するデルタ河川網の観測水面形時系列デ 

ータを用いた非定常準三次元洪水流・二次元河床変動解析法を構築し，太

田川デルタ河川網の河川管理，干潟環 境の管理に資する基礎的情報を提供

することである． 

本研究が対象とした太田川デルタ河川網は，河床変動や分派点上下流の水

面形・河床材料・河床形態，河床変動の変化がさほど大きくなかった．こ

れらの変化が大きい河川において，上記の変化が水面形に及ぼす影響の把 

握や測定間隔などの水面形の測り方について検討する必要がある． 太田川

放水路の 0.0-0.2km 付近の左岸では，低水路幅を狭めて干潟を造成し低水

路の縦横断面形を変化させた． そこに交互砂州が流下してきたことで，造

成干潟前面の洗掘とその下流の堆積が顕著に生じていた．太田川のよ うに

潮位変動により水深・流速が洪水中に大きく変化する流れ場において，異

なる形状や大きさの干潟を設置し 低水路の縦横断面形を変化させること

が，干潟周辺の流れと河床変動にどのような影響を及ぼすのかについて定

量的に評価し，干潟設計に必要な考え方を見出すことが必要である． 
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No. 30 文献名 UAVを用いた護岸の健全度評価 

著者名 
木本 啓介, 坂本 和雄, 

田村 友紀夫, 太田 智 
雑誌書名 写真測量とリモートセンシング 

巻号 Vol. 54，No.6 ページ pp.270-274 

発行年月 2016 フェーズ 

□測量・調査・計画 

□設計 □施工 

☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 ☑差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 ☑空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

☑土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

【動的】 
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

☑河川管理施設の異常箇所の３次元位置 ☑オルソ画像  

概要 

UAV 調査にて，護岸の損傷図作成や評価を行い，精度及び有用性があるこ

とを確認した。UAV の活用は護岸調査の他，足場架設・ロープアクセス等

の手を省力化が可能なため，多方面（橋梁調査・ダム調査等）でも期待で

き，災害時の概略の対策設計などに も十分活用が可能である。３D モデ

ル・画像等の付加価値のあるデータを蓄積するため，今後の維持管理の上

では，充分メリットのある調査手法であるといえる。 しかし昨今，UAV

の安全性が問われ，社会問題となっている。本件でも，UAV の安全には充

分配慮し，検証を行ったが，気象や電波等の影響を受けやすく， 安全に飛

行するためには，制約が多々ある。その他，道路・鉄道・橋梁・電波塔・

高圧電線の近傍での飛行は，特に注意する必要があり，操縦者の熟練度も

不可欠である。 
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No. 31 文献名 河川の維持管理について 

著者名 国土交通省 公開年  

URL https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/r-jigyouhyouka/dai02kai/dai02kai_siryou3.pdf  

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 ☑異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

☑点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 ☑土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

☑土木構造物の劣化状況 ☑異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

【動的】 

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/shaseishin/kasenbunkakai/shouiinkai/r-jigyouhyouka/dai02kai/dai02kai_siryou3.pdf
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 ☑河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川維持管理は、河道流下断面の確保、堤防等の施設の機能維持、河川区

域等の適正な利用等に関して、それぞれ「目標設定」を行った上で、「状

態把握」を行い、その結果に応じて適切な「維持管理対策」を実施するこ

とが基本。 

これらの河川維持管理の具体の内容については、各河川ごとに策定する「河

川維持管理計画」に記載。同計画は、河川維持管理サイクルの繰り返しを

通じて、内容を修正・充実させていく 
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No. 32 文献名 河川の維持管理について 

著者名 国土交通省 公開年 2007 

URL http://www.mlit.go.jp/river/kasen/main/maintenance/index.html  

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 ☑オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 ☑差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

http://www.mlit.go.jp/river/kasen/main/maintenance/index.html
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□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

この河川法及び政省令の改正により、河川管理施設及び許可工作物に関し

て、良好な状態に保つよう維持又は修繕の義務を明確化し、管理者が尊守

すべき最低限の技術的基準等を定めています。また、社会資本整備審議会

河川分科会における「安全を持続的に確保するための今後の河川管理のあ

り方について（答申）」も踏まえた一層の効率的・計画的な河川の維持管理

の推進のために、長寿命化計画の策定、点検要領等の維持管理に係る各種

基準の策定・改定を進めています。 
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No. 33 文献名 
大阪府都市基盤施設維持管理技

術審議会 

著者名 大阪府 公開年 2003 

URL http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/maintenance/ 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 ☑土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

【動的】 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/maintenance/
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

大阪府域では、高度経済成長期に建設された橋梁をはじめ、都市インフラ

の老朽化が進行しており、このまま放置すれば一斉に更新時期を迎え、人

命に関わる事故の可能性や、補修・更新による歳出の集中など、多大な影

響が生じるおそれが高い。このような中、大阪府では施設の長寿命化、更

新時期の平準化を図るため、「維持管理の重点化」を掲げ、予算を拡充する

とともに、日常点検の充実や計画的な補修に積極的に取り組んでいます。

今後、これまでの取組に加え、トータルコスト縮減の観点から、専門的な

意見や最新の知見を踏まえ、効率的・効果的な維持管理・更新に関する事

項について、本審議会を設置し議論・検討を実施してまいります。 
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No. 34 文献名 
京都市河川維持保全基本計画の

策定について 

著者名 京都市情報館 公開年 2013 

URL http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000197287.html 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

☑河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

☑点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000197287.html
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□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

京都市が進めてきた様々な浸水対策により，減少傾向にあった本市におけ

る浸水被害の発生件数が，近年，全国的に頻発する記録的な大雨により，

平成 22年以降増加傾向に転じています。そのような中，本市では河川改修

と河川維持管理を両輪とした浸水対策に取り組んでいます。本市の管理す

る河川は，降った雨が河川に流れ込む時間が短いため，短時間に降る局地

的大雨によって増水しやすいという特徴を持っており，常に河川の流水機

能を最大限発揮させることが重要です。そこで，厳しい財政状況下におい

ても，安心安全な市民生活を確保するために，計画的で持続可能な河川維

持管理を実現させることを目的として，京都市河川維持保全基本計画（以

下「基本計画」という。）を策定しましたので 
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No. 35 文献名 
河川の PDCA サイクル型維持管理

体系について 

著者名 柳澤 修 公開年 2011 

URL http://www.jice.or.jp/cms/kokudo/pdf/reports/act/22nd/nikkan2011_07.pdf  

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

☑河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

☑水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

【動的】 

☑水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

http://www.jice.or.jp/cms/kokudo/pdf/reports/act/22nd/nikkan2011_07.pdf
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□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川維持管理に関しては，近年の水害の多発を受けて治水上の安全確保

が強く求められる一方で，厳しい財政状況の下でより一層のコスト縮減の

取り組みや地域の実情に即した柔軟な対応等が求められている．このよう

な背景から，「安全・安心が持続可能な河川管理のあり方について（提言）」

（平成18年7月）においては，河川維持管理を計画的に進めていく必要が

あること，そのための技術的な基準の整備が必要であることが提言され

た。国土交通省河川局では，平成19年4月にこれまでの河川維持管理に係

る実施内容の技術的な指針となる河川維持管理指針（案）を通知し，これ

に基づいて河川維持管理計画案を作成し試行するよう全国の地方整備局

等に通知がなされた．これまでの試行結果等を踏まえ，河川維持管理に関

する技術基準の検討を進め，河川砂防技術基準検討委員会における審議を

経て，国土交通省河川砂防技術基準維持管理編（河川編）（以下，「本基

準」という．）が策定された． 
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No. 36 文献名 
河川の戦略的な維持管理につい

て 

著者名 
国土交通省 水管理・国

土保全局 
公開年 2015 

URL http://committees.jsce.or.jp/hydraulic01/system/files/OS1_1.pdf  

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

☑河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

☑水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

【動的】 

http://committees.jsce.or.jp/hydraulic01/system/files/OS1_1.pdf
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☑水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

維持管理水準の維持・向上のために，河川管理施設の老朽化の進展に対し

て、維持管理に関する経験・能力を有する民間技術者を堤 防点検等に活用

し、維持管理の水準を確保するとともに、知見・ノウハウを継承すること，

点検等により蓄積されたデータを分析・評価して定期的に維持管理計画に

反映し、維持・管理を 実施していくことで、河川の維持管理水準の維持・

向上を図ることが必要． 

維持管理しやすい河道計画，施設の設計が必要 
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No. 37 文献名 
戦略的な河川維持管理に向けた

取り組み 

著者名 安部 宏紀 公開年 2012 

URL http://kenmane.kensetsu-plaza.com/bookpdf/163/fa_03.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 ☑差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 ☑土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

☑土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

【動的】 

http://kenmane.kensetsu-plaza.com/bookpdf/163/fa_03.pdf
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

集中豪雨の頻発や巨大な台風の襲来等により，近年においても出水による

浸水被害が相次いでいる。平成２４年度も７月の九州北部豪雨では，多く

の水害被害が発生した。堤防や水門等の河川管理施設が所要の機能を発揮

し，堤防の決壊や河川のはん濫等による水害を防止または軽減していくた

めには，適切に河川（河道や河川管理施設）の維持管理を行う必要がある。

また，多様な生物の生息・生育・繁殖環境としての河川環境の保全・整備

や，地域の活力の創出やうるおいのある生活のための公共空間としての利

用等に関する要請も強く，このような観点からも適切に河川の維持管理を

行う必要がある。 
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No. 38 文献名 河川の維持管理 

著者名 神奈川県 公開年 2015 

URL http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/46415.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

☑河川カルテや図面等の関連付け機能 ☑オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 ☑土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/46415.pdf
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□インフラ施設の被災状況 ☑河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川の整備とともに、それを良好な状態に保つためには、日頃から適切な

維持管理を行う必要があります。河川管理施設等の機能を確保するととも

に、河川環境の保全にも配慮し、河川の維持管理を進めます。 
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No. 39 文献名 河川維持 

著者名 埼玉県 公開年 2014 

URL https://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/machi/kasen/kaseniji/index.html 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

☑河川カルテや図面等の関連付け機能 ☑オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 ☑土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

【動的】 

https://www.pref.saitama.lg.jp/kurashi/machi/kasen/kaseniji/index.html
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 ☑河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

良好な河川空間の確保や川の流れをよくするために、堤防の雑草刈払いや

川の流れの支障となっている河川内の土砂のしゅんせつを行っています。 
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No. 40 文献名 河川維持管理の充実 

著者名 長野県 公開年 2015 

URL https://www.pref.nagano.lg.jp/kasen/infra/kasen/keikaku/documents/08_naganok.pdf  

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

☑ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 ☑立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

☑河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 ☑樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ ☑水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 ☑流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

https://www.pref.nagano.lg.jp/kasen/infra/kasen/keikaku/documents/08_naganok.pdf
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□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川改修が完了している区間であっても、適正な維持管理が重要です。 

堤防、護岸等の河川管理施設の維持や流下能力を確保するため、施設の異

常、土砂の堆積状況の把握に努めるとともに、必要な箇所では、護岸の修

繕や河床掘削、流木の除去等を行い、正常な河川機能の維持に努めていま

す。 
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No. 41 文献名 

九地整河川部の河川維持管理分

野における IT 整備の取り組みに

ついて 

著者名 山内順也 公開年 2013 

URL http://k-keikaku.or.jp/xc/modules/pc_ktech/index.php?content_id=2123 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

☑河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

http://k-keikaku.or.jp/xc/modules/pc_ktech/index.php?content_id=2123
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☑河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

☑河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川の状態を把握するために定期的な河川巡視と堤防点検が行われている

が、現場で職員または河川巡視員が発見した異常、変状等を位置情報で合

わせて効率的に記録でき、かつ措置判断した内容とその後の経過監視、対

策について組織間で情報共有が容易になされるよう現場では４G 通信契約

（定額 3,888 円程度／月台）を行ったタブレット端末を活用し、事務所及

び出張所では職員が日常の業務で用いている机上のパソコンから整備局イ

ントラネットを介して随時利用できる，河川巡視、堤防点検による状態把握、

維持補修等のデータを管理する「河川の点検巡視システム（以下、「RACS」

River Administration and CheckingSystem の略）を当課において、平成

23 年度に構築、平成 24 年 10 月から管内全事務所にて本格運用、現在は

ユーザーである事務所、出張所、外部委託業者から操作性、機能に係る意

見を受けながらシステム機能向上に取り組んでいる事例を報告する． 
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No. 42 文献名 兵庫県河川維持管理計画 

著者名 兵庫県 公開年 2010 

URL https://web.pref.hyogo.lg.jp/hnk09/documents/000150221.pdf  

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

https://web.pref.hyogo.lg.jp/hnk09/documents/000150221.pdf
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□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

この計画は、兵庫県が管理する河川（以下「河川」という。）について、

河川やその周辺の状況等に応じた巡視点検を行うとともに、定期的に状況

を確認する必要がある箇所については計画的に調査を行うことにより、効

率的かつ効果的な維持管理を行うことを目的とする 
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No. 43 文献名 
河川維持管理システムにおける 

3 次元モデル活用の検討 

著者名 河合 悠希,窪田 諭 公開年 2016 

URL https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=163364&item_no=1&page_id=13&block_id=8  

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

☑点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

☑災害前後の差分検出機能 ☑空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

☑目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=163364&item_no=1&page_id=13&block_id=8
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 ☑河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

我が国では豪雨による水害が増加しており，堤防や護岸などの河川管理施

設の重要性が増している．河川管理施設は，雨や流水によって形状が変わ

るため，定期点検では，施設の形状を把握することが最も重要とされてい

る．しかし，現状の維持管理業務では，河川管理施設を 2次元地図上に表

現しているため，施設の形状を視覚的に把握することが困難である．また，

点検箇所も 2次元地図上に示されているため，現地で当該位置を見つける

ことが困難な場合がある．そこで，本研究では，河川維持管理業務を効率

化するために，河川維持管理システムにおける 3次元モデルの活用を検討

する．本研究のフィールドは，大阪府土木部岸和田土木事務所が管理する

二級河川の樫井川とする 
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No. 44 文献名 河川維持管理計画 

著者名 
株式会社 東海建設コ

ンサルタント 
公開年 2016 

URL http://www.tokai-cc.co.jp/files/kasen/files20160829111412.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

http://www.tokai-cc.co.jp/files/kasen/files20160829111412.pdf
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

近年、集中豪雨の頻発や巨大な台風の襲来等により、出水によす浸水被害

が相次いでいます。平成 25年度の河川法の改定により、堤防の決壊や河川

の氾濫等による水害を防止・軽減していくために、適切に河川（河道や河

川管理施設）の維持管理を行うことが必要とされています。また、高度経

済成長期に整備された河川施設の整備の更新時期を迎えており、より効率

的な施設の維持管理が求められます。 
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No. 45 文献名 維持管理時代の河川技術 

著者名 福岡 捷二 公開年 2006 

URL h t t p : / / w w w . j s n d s . o r g / s s k / s s k _ 2 5 _ 1 _ 0 0 1 . p d f 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

☑水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 ☑立木識別機能 

☑崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 ☑陸部と水部の識別機能  

☑流下能力算出機能 ☑耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 ☑水中形状 □幾何形状の差分 ☑樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 ☑流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

http://www.jsnds.org/ssk/ssk_25_1_001.pdf
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☑水位 □雨量 ☑耐震性 ☑耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川管理の方向性と防災施設等の維持管理の充実近年の施設規模を超える

一連の水災害から，自然災害に対する社会的状況の変化とその脆弱化，ハ

ード整備による対策の限界，治水施設整備の質的転換の必要性，防災施設

の維持管理と危機管理の重要性など課題が明らかになった。これらの課題

に対応するため，国は，平成１７年４月に豪雨災害対策総合政策委員会に

よる「総合的な豪雨災害対策の推進について」の提言を受け，防災から減

災へと治水施策の転換を打ち出した。 
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No. 46 文献名 河川管理施設 

著者名 総務省 公開年  

URL http://www.soumu.go.jp/main_content/000145000.pd f  

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 ☑異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 ☑土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

☑土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000145000.pdf
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川は、河川法（昭和 39年法律第 167号）第３条第１項に基づき、一級河

川（指定区間、指定区間外）及び二級河川に区分され、河川管理施設を含

むものとされている。また、一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長

が指定したものは、同法第 100条に基づき準用河川とされている 
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No. 47 文献名 
ICT を積極活用！国交省の河川管

理が変わる 

著者名 日経アーキテクチュア 公開年 2013 

URL http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/it/column/20130212/602389/ 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

☑複数機器の点群データ可視化機能 ☑災害シミュレーション機能  

☑河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

☑ひび割れ検出機能 ☑異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 ☑差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 ☑土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

☑崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

☑流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

☑土木構造物の劣化状況 ☑異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 ☑流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/it/column/20130212/602389/
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□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

国土交通省は 2 月 5 日、河川の安全を確保するための今後の管理のあり方

（中間とりまとめ）を公表した。河川の維持管理において、河川台帳や施

設台帳のデータベース化や河道測量や堤防点検などに広域センシング技術

を活用するなど、ICT（情報通信技術）を積極的に導入することを提言して

いる 
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No. 48 文献名 河川管理 

著者名 山梨県 公開年 2013 

URL https://www.pref.yamanashi.jp/machi/kasen/kasen/index.html 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

https://www.pref.yamanashi.jp/machi/kasen/kasen/index.html
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川環境の整備と保全を求める県民のニーズに的確に応え、また、河川の

特性と地域の風土・文化などの実情に応じた河川整備を推進するため、平

成 9 年の河川法の改正では、河川整備の計画について、河川整備の基本と

なるべき方針に関する事項（河川整備基本方針）と具体的な河川整備に関

する事項（河川整備計画）に区分し、河川整備計画策定にあたっては、地

方公共団体の長、地域住民等の意見を反映する手続きを導入することとな

りました。 

 

 

  



196 

 

 

No. 49 文献名 札幌市普通河川管理条例 

著者名 札幌市 公開年  

URL http://www.city.sapporo.jp/ncms/reiki/d1w_reiki/412901010028000000MH/412901010028000000MH/412901010028000000MH.html 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

http://www.city.sapporo.jp/ncms/reiki/d1w_reiki/412901010028000000MH/412901010028000000MH/412901010028000000MH.html
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

この条例は、本市の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止

され、適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整

備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、

公共の福祉を増進することを目的とする 
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No. 50 文献名 水・河川管理 製品一覧 

著者名 ＪＲＣ 日本無線 公開年  

URL http://www.jrc.co.jp/jp/product/weather_disaster_prevention_rivers/water_management/ 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

☑水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

http://www.jrc.co.jp/jp/product/weather_disaster_prevention_rivers/water_management/
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☑水位 ☑雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

統一河川情報システムは、「水国土情報」の一環として、全国統一した処理

を実施する河川情報システムで、全国配備を目指すシステムです。 

多地点から小容量の情報を少ない帯域で効率よく収集する、テレメータ・

テレコントロールのための地球局で、可搬型地球局または小型地球局で構

築されます。 

各種センサや監視制御装置と組み合わせることにより、様々なニーズに対

応可能です。 

・統一河川情報システムは、国土交通省から支給されるソフトウエアで動作し

ます． 

・従来の河川情報と異なり、上位局からレーダデータ、気象庁アメダス等のデ

ータ配信を受信することができます。 

・全国一ヶ所で、各種データの諸元、警報値、演算定数を一元管理できます。 

・データの入出力は、「統一河川ＴＭ伝送仕様」TCP／IP による通信のみです。 

周辺には IF変換装置等で、シリアル、BCD、CDT等を変換する装置が必要です。 

・データ伝送上では、警報値、上昇下降情報を扱いません。 また、事務所固

有演算も実装されていないため、 これを吸収する装置として、三次演算装置

を必要に応じて導入する必要があります。 
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No. 51 文献名 河川 維持管理 

著者名 
国土交通省 水管理・国

土保全局 
公開年 2014 

URL https://www.skr.mlit.go.jp/kasen/kasenijikanrikoushuukai/ijikannri_1.pdf  

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

☑河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

☑ひび割れ検出機能 ☑異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 ☑差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 ☑土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

☑土木構造物の劣化状況 ☑異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

https://www.skr.mlit.go.jp/kasen/kasenijikanrikoushuukai/ijikannri_1.pdf
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

上流部・中流部・下流部、あるいは地形・地質により、河川の形状・形態

は大きく変わり、異なる特徴を呈する。市街地化及び周辺地域の開発状況

などによっても、河川の表情は千差万別。河道内への土砂堆積の状況、樹

木の繁茂状況などは、流域の地形・地質等を反映し、河川には地域固有の

特性がある。 
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No. 52 文献名 
国土交通省 河川砂防技術基準 

維持管理編 

著者名 国土交通省 公開年 2013 

URL https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/ijikanri/kasen/pdf/gijutsukijun.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 ☑陸部と水部の識別機能  

☑流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 ☑流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/ijikanri/kasen/pdf/gijutsukijun.pdf
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

集中豪雨の頻発や巨大な台風の襲来等により、近年においても出水による

浸水被害が相次いでいる。堤防の決壊や河川のはん濫等による水害を防止

又は軽減していくためには、適切に河川の維持管理を行う必要がある。ま

た、生物の多様な生息・生育・繁殖環境としての河川環境の保全・整備、

地域の活力創出やうるおいある生活のための公共空間としての利用に対す

る要請も高まっており、このような観点からも適切な維持管理を行う必要

がある。一方、高度経済成長期に多くの河川管理施設の整備が進められた

が、それらが今後更新時期を迎えることとなり、より効率的な施設の維持

と修繕・更新が求められている。また、河川管理施設及び法第 26 条第 1 項

の許可を受けて設置される工作物（以下「許可工作物」という。）の維持

管理に関して、平成 25 年に河川法（昭和 39 年法律第 167 号、以下「法」

という。）の一部が改正され、同法第 15 条の 2 において、河川管理者又

は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物（以下「河川管理

施設等」という。）を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって公

共の安全が保持されるように努めなければ 

ならないことが定められた。 河川砂防技術基準維持管理編（河川編）（以

下「本基準」という。）は、上記の背景のもと、河川維持管理に必要とさ

れる主な事項を定め、もって適正な河川管理に資することを目的とする 
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No. 53 文献名 
公共土木施設の維持管理基本方

針 

著者名 北海道 公開年 2009 

URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/kks/grp/02/izikanrikihonhoushin.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

☑ひび割れ検出機能 ☑異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 ☑差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 ☑土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

☑土木構造物の劣化状況 ☑異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/kks/grp/02/izikanrikihonhoushin.pdf
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

これまで、力強い経済構造や安全で快適な道民の暮らしの実現とともに、

地域の健全な発展に向け、社会資本の整備を着実に進めてきましたが、近

年の人口減少などにより、投資余力は低下してきており、今後は、これま

でのような規模で社会資本の整備を続けていくことが困難になると考えら

れます。また、高度経済成長期に集中して整備された橋梁などの社会資本

は、年々老朽化してきており、まもなく耐用年数を迎え、維持管理や更新

に要する費用の大幅な増加が見込まれることから、今後は社会資本を量的

に拡大する取り組みから、これまで整備してきた社会資本を大切に、かつ

有効に使い、施設の長寿命化や更新費用の平準化を念頭においた取り組み

に軸足を移していかなければならないと考えています 
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No. 54 文献名 

新たな手法の河川の維持管理方

法河畔林をバイオマス資源とし

て活用 

著者名 
株式会社 北海道技術

コンサルタント 
公開年  

URL http://www.dogi.co.jp/wp-content/uploads/2015/02/f80ab8860c94d82604ebd22ec635b500.pdf  

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 ☑立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 ☑樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 ☑樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

☑立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

http://www.dogi.co.jp/wp-content/uploads/2015/02/f80ab8860c94d82604ebd22ec635b500.pdf
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□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川は、流域内の豊かな自然環境を創出するとともに、地域の農林水産業

の発展にも大きな役割を果たしている。一方で、河川改修後の時間経過と

ともに、ヤナギ等が自生する河畔林の繁茂による河川の治水機能の低下は、

氾濫や流木等の流出により、農業や水産業にも深刻な被害をもたらすこと

が懸念されている。こうした現状から、豊かな自然環境を未来につなげ、

流域産業が持続的に振興・発展するよう、環境との調和を図りつつ治水機

能の維持を保つため、流域産業と連携した河川管理のあり方の検討が必要

となっている。 
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No. 55 文献名 

リモートセンシング技術を活⽤

した堤防管理の高度化・効率化に

関する技術開発 

著者名 陰山 建太郎 公開年 2015 

URL http://www.sapc.jaxa.jp/topics/2015/ALOS2_pdf/14_.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

☑ひび割れ検出機能 ☑異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 ☑差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 ☑土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

☑土木構造物の劣化状況 ☑異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

http://www.sapc.jaxa.jp/topics/2015/ALOS2_pdf/14_.pdf
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□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川堤防の維持管理の重要性 

10％の低平地に資産(75%)と人口(50%)が集中 

低平地を堤防により防護しており、決壊すると甚大な被害が発生 

 

河川堤防 

洪水を低平地に氾濫させず、安全に河口まで導く線状構造物 

盛土履歴が複雑かつ、不均質な材料で構成された脆弱な構造物 
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No. 56 文献名 
航空レーザ計測データを用いた

河川管理における活用事例 

著者名 
山本 麻由・田中陽三・

谷 茂行・辻本 明 
公開年 2012 

URL http://www.hrr.mlit.go.jp/library/happyoukai/h24/b/22.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 □維持管理 ☑該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 ☑ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 ☑立木識別機能 

☑崩積土砂及び移動土量の算出機能 ☑樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

☑河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

☑災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 ☑水中形状 □幾何形状の差分 ☑樹木  

□各地域の高低差図 ☑段彩図 □色付き点群データ ☑等高線図  

□テクスチャ付き点群データ ☑水深分布図 □瀬淵分布図  

☑立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

http://www.hrr.mlit.go.jp/library/happyoukai/h24/b/22.pdf
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□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 ☑河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

信濃川河川事務所管内では，平成 23年 7月の新潟・福島豪雨により，魚野

川において，観測史上最大級の水位を観測し，河道状況が大きく変化した．

また，新潟県内も 3.11東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動の影響を受け

ており，堤防形状の変状等が懸念される状況にあった．これらにより河道

内地形を速やかに把握する必要が生じたことから，水面下については距離

標測線における深浅測量を実施し，陸域部については航空レーザ計測によ

り対応することとした．今回，航空レーザ計測を採用した理由は，①短期

間で現地作業を終えることができる，②高度化した当該技術が河川堤防管

理に適用され始めている，③面的に取得したデータから，距離標以外の情

報も取得可能である等を踏まえてのものである 
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No. 57 文献名 

レーザプロファイラ等を用い

た 3次元 CADデータの作成及び

活用に関する研究～東日本大

震災の復興支援及び大規模災

害への備え～ 

著者名 

田中成典・今井龍一・中村

健二・下野公仁・平城正

隆・中村圭吾・川野浩平 

公開年 2011 

URL http://www.mlit.go.jp/chosahokoku/h23giken/program/kadai/pdf/shitei/shi2-01.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 □維持管理 ☑該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

☑CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 ☑ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

☑災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 ☑ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

☑災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

http://www.mlit.go.jp/chosahokoku/h23giken/program/kadai/pdf/shitei/shi2-01.pdf
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□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

大規模な災害は，我が国の社会基盤に甚大な被害を与える．公共構造物は，

社会経済の発展や人命・財産の保全に寄与し，一旦災害が発生すれば，応

急・復旧対策の輸送経路など重要な役割を担う．各管理者は，災害が発生

した途端，迅速かつ適切に機能回復を図る対応を取ることが求められる．

このためには，各構造物の被災状況を正確に把握することに加え，各構造

物に関する主題情報を即座に入手できることが肝要である．これらの情報

を統合的に得るには，既存の資産（各構造物の図面や管理情報など）を機

動的かつ効果的に活用できる環境を構築し，有事に対して平常時から備え

ておく必要がある．このことは，東日本大震災を受けた復興への提言でも

示唆されている．具体的には，被災した場合であっても，これをしなやか

に受け止め，経済活動をはじめとした諸活動が円滑に実行できる災害に強

い国づくりを進めること．そのために，今回の教訓を踏まえ，今後想定さ

れる東海・東南海・南海地震への新しい対策の方向性を示す必要があるこ

とが提言されている 
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No. 58 文献名 
都市内中小河川管理への点群デ

ータの活用 

著者名 小林一郎 公開年 2010 

URL http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00074/2010/54-06-0002.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 □維持管理 ☑該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

☑災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00074/2010/54-06-0002.pdf


217 

 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

地方自治体では、財政面の制約等により 中小河川管理用の実測量は十分と

は言い難い。災害前の詳細な管理データがなければ、正確な被災状況の把

握も困難となる。 したがって、広範囲を短期間で計測可能な手法の確立が

急務となる。本研究では 3 つの点群測量法を比較し、データ取得の可能性

を検討する 
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No. 59 文献名 無人航空機による河川測量業務 

著者名 植田 拓也 公開年 2010 

URL http://okayama.kensokkyo.or.jp/about/pdf/event_h281006_02.pdf 

フェーズ ☑測量・調査・計画 □設計 □施工 □維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 ☑空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

http://okayama.kensokkyo.or.jp/about/pdf/event_h281006_02.pdf
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 ☑オルソ画像  

概要 

・作成された３次元点群データにおいて、断面図の精度は地図情報レベ ル

１０００以内（水平距離の標準偏差０．７０m、標高点の標準偏差０．３

３ m）であり、解析に使用した基準点の座標の精度は４級基準点の新点位 

置の標準偏差以内（水平位置０．１０m、標高０．２０ｍ）であれば、全

体 の精度は信頼できるものと判断する  

・実際に無人航空機を使用して業務を行い、要した日数、人員を比べると、 

現地作業は少なくなった  

・無人航空機（ＵＡＶ）を使用することで、現地作業に要する時間を短縮

す ることが可能となるが、求められる精度を出すには、様々な工夫が必要 

となる  

・今後多くの作業を実施することで、より作業効率の改善対策が搾り出さ 

れてくる 

・３Ｄ点群データだけでなく、オルソ画像も作成できるため、視覚的にも

土砂の堆積状況把握に活用でき、河川 台帳の平面図としても役立つ 
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No. 60 文献名 ＣＩＭモデル作成仕様 【検討案】 

著者名 
国土交通省国土技術政

策総合研究所 
公開年 2016 

URL http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bunya/cals/pdf/specification_river_cim_H28.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション ☑CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

☑維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bunya/cals/pdf/specification_river_cim_H28.pdf
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

CIM（Construction Information Modeling）とは、調査・計画～設計～施

工～維持管理の各段階において、３次元モデルを一元的に共有、活用、発

展させることにより、建設生産システムにおいて、より上流におけるリス

ク管理を実現するとともに、各段階での業務効率化を図るものである。設

計、施工段階では、３次元モデルによる設計ミスの防止、施工時の安全確

保、施工手順の確認、数量算出、関係機関との合意形成の迅速化等を目的

として実施し、その有効性を確認するとともに、３次元モデルに求められ

る作り込みレベル（詳細度）や属性情報の検討が進められている。一方、

維持管理における３次元モデルの効果的な利用について現場レベルでの検

討が十分ではなく、このため、３次元モデルに求められる作り込みレベル

（詳細度）や属性情報の検討は進んでいない。建設事業の効率化でコスト

削減効果を発揮するためには、数十年にもわたる維持管理段階で CIM の有

効活用につなげることが肝要である。このため、国土技術政策総合研究所

では、維持管理段階での CIM の活用場面や、その実現に必要な３次元モデ

ルの作り込みレベル（詳細度）と属性情報等について検討を行った。本 CIM

モデル作成仕様（案）（以下、CIM 作成仕様という）では、河川堤防・護

岸を対象とした維持管理における具体的な CIM の活用場面と、その活用場

面を実現するための具体的な３次元モデルの作成方法と属性情報を、設計、

施工段階で構築することを念頭に取りまとめたものである。 
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No. 61 文献名 

「UAV による写真測量・レーザ測

量」を活用した河川測量等への取

り組み事例 

著者名 鈴木浩二 公開年 2016 

URL http://advanced-infra.sakura.ne.jp/sblo_files/advanced-infra/image/31_nakanihonkouku.pdf  

フェーズ ☑測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 ☑出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション ☑CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

☑災害前後の差分検出機能 ☑空中写真測量機能 ☑立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 ☑樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

☑河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

☑河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 ☑水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ ☑等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

☑立木高分布図 ☑河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

http://advanced-infra.sakura.ne.jp/sblo_files/advanced-infra/image/31_nakanihonkouku.pdf
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□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川管理構造物、橋梁、河床材料、水文、流れ、環境(植生や不法 投棄等)、

保全対象、用地管理、高水敷の施設等、様々な管理要素 がある。 それぞ

れ、目標精度や分布範囲（面積）、管理項目が異なる。 目的に応じた計測

方法に対応する必要がある。  

 UAV の特徴は、目的に応じた計測・解析への自由度。 対象物の範囲・精

度・情報に応じた計測方法・センサ等、目的に 対する計測の適用は多様な

方向に進化すると考えられる。 

・定期断面  

河床変動を把握可能 (河道内植生がある区間は厳しい)  

・堤防や河道等の改修  

高精度に計測可能 ／堤防縦断標高の管理 (弱堤地抽出、スライドダウン
解析)／出来形管理と現況平面の修正 ／現況平面図の部分的な修正  

・数値計算のパラメータ  

樹高から粗度として把握 ／河床粗度としての礫径把握  

・支川からの異常堆砂  

河積阻害を断面として把握  

・モニタリング  

１出水による河床モニタリング ／河道植生（環境）のモニタリング  

水衝部の異常洗掘のモニタリング ／河川管理施設のモニタリング 

 

  



224 

 

No. 62 文献名 

河川管理におけるＬＰ（レーザプ

ロファイラ）データの有効利用に

ついて 

著者名 島田 高伸 公開年 2009 

URL ht tp : / /ww w.spar j . c om/SparJ /Spar 20 0 9J /Sh im a da . pd f 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 ☑ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

http://www.sparj.com/SparJ/Spar2009J/Shimada.pdf
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川における LPデータ活用の成果としては，測量成果取得のスピードアッ

プ，断片的にしか捉えていなかったものを詳細に把握できることが挙げら

れる． 
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No. 63 文献名 河川 

著者名 朝日航洋株式会社 公開年 2017 

URL h t t p s : / / w w w . a e r o a s a h i . c o . j p / r i v e r s / 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 ☑災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 ☑立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 ☑樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

☑河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 ☑水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 ☑段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

☑立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

https://www.aeroasahi.co.jp/rivers/
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 ☑河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

河川を取り巻く環境の変化は、洪水等の災害へのリスクが高まることから、

定期的な調査が必要です。人々の暮らしを洪水から守る堤防などの施設全

般の維持管理に、空中・水中・陸上からセンシング技術を駆使して支援し

ます 

河床変動調査，氾濫シミュレーション，河道内樹木調査，河川・ダム深浅

測量，堆砂測量等があります． 
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No. 64 文献名 

レーザプロファイラによる中小

河川河道情報の取得と応用に関

する研究 

著者名 鹿野友和 公開年 2006 

URL http://cds.nagaokaut.ac.jp/niigata_form/symposium2006_pdf/2-012.pdf 

フェーズ ☑測量・調査・計画 □設計 □施工 □維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 ☑ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

http://cds.nagaokaut.ac.jp/niigata_form/symposium2006_pdf/2-012.pdf
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 ☑河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

近年，河川整備等の技術の進歩により，かつてのような大河川の氾濫は減

少している．しかし，局所的な集中豪雨の頻度が増加傾向にあると言われ

ている．特に，中小河川からの氾濫は頻繁に発生しており，その被害は甚

大である．平成 16 年 7月新潟・福島豪雨による刈谷田川，五十嵐川の堤防

の破堤による水害等から，地域住民の水害に対する防災意識が高まりつつ

ある．しかし，日本全国の中小河川で測量を行うことは，莫大な時間と費

用が必要であり現実的ではない．このような事から，中小河川では一級河

川等の大河川と比較して水文データが十分に整っていない河川が多く見ら

れる．よって大河川に比べて中小河川では，防災対策において遅れをとっ

ているのが現状である．一方近年では広域にわたり，迅速・安価かつ比較

的容易に計測が可能な，航空機搭載型レーザプロファイラによる測量技術

が注目を集めており，その可能性が多岐にわたり広がっている．本研究で

は，レーザプロファイラで取得した河道横断面を用いて水位計算を検討す

ることを目的とする．そのためには，正確に河川情報を把握する必要があ

る．今回は，新潟県にある刈谷田川流域の一部を対象地域として，任意の

箇所の河道横断面を自動抽出するアルゴリズムの開発を行った 
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No. 65 文献名 
地上レーザスキャナを用いた河

川物理環境計測法の開発 

著者名 押田さやか 公開年 2009 

URL http://home.hiroshima-u.ac.jp/rtsubaki/other/2009_laser.pdf 

フェーズ ☑測量・調査・計画 □設計 □施工 □維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 ☑空中写真測量機能 ☑立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 ☑樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

☑河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 ☑水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

☑立木高分布図 ☑河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

http://home.hiroshima-u.ac.jp/rtsubaki/other/2009_laser.pdf
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

地上レーザ測量は，航空レーザ測量と比べて，コストや機動性に優れると

ともに，より高精度，高密度の計測が可能であり，中小河川の河川物理環

境情報の取得に好適な特徴を持つ．その一方で，地上レーザ測量は，浅い

レーザ照射角度に起因する，水面反射による虚像データの発生や遮蔽物の

背後のデータ欠損という特有の問題を有している. 

虚像データの効率的な除去方法を開発し，除去後レーザデータを用いて 土

地利用分類を行った．その土地利用分類をもとに，植生高の算出を行い，

DEM 取得方法を提案した．また，礫域においては地表面の凹凸から平均

粒径と粒度分布の推定法を開発した．これにより，一連のデータ処理方法

が確立された． 
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No. 66 文献名 
航空レーザとデジタル航空画像

を用いた河川解析図の作成 

著者名 廣瀬葉子 公開年 2008 

URL http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00035/2008/63-02/63-02-0137.pdf 

フェーズ ☑測量・調査・計画 □設計 □施工 □維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 ☑空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

☑河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 ☑瀬淵分布図  

☑立木高分布図 ☑河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00035/2008/63-02/63-02-0137.pdf
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

概要 

効率的な土砂移動モニタリングの実現により砂防事業の推進を図ることを

目的に、本研究では航空レーザ計測と航空画像の解析を併用した多面的な

情報収集法の確を試みた．その結果を河川管理上の複数の視点から、河床

材料の粒度分布図、立木高分布図、水深分布図、及び瀬淵分布図から成る

河川解析図としてとりまとめた. 

川床材料の粒度分布では，点的な現地調査結果と面的な画像解析結果がほ

ぼ整合し，結果が妥当であることがわかった．同じ手法で解析した異なる

時期の粒度分布を比較することで，川床材料のふるまいを推定することが

可能ではないかと考えられる． 

立木高分布，瀬淵分布については，写真上でその妥当性を検証した．瀬淵

分布については，水量の違いによって結果に違いが出ることが考えられ，

今後の課題としたい． 
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No. 67 文献名 

堤防の変状等を高精度に把握す

るモービルマッピングシステム

の開発 

著者名 久保田啓二朗 公開年 2013 

URL http://www.pwrc.or.jp/thesis_shouroku/thesis_pdf/1304-P006-009_kubota.pdf 

フェーズ ☑測量・調査・計画 □設計 □施工 □維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 ☑差分検出機能  

☑維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

http://www.pwrc.or.jp/thesis_shouroku/thesis_pdf/1304-P006-009_kubota.pdf
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□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

☑堤防の変形等の異常 

概要 

現在、堤防の監視は担当職員が歩きながら目視により行うのが一般的であ

るが、この方法では担当職員の技量・経験が求められるとともに、相当程

度の時間を要することからコスト等の観点からきめ細かな監視は容易でな

い。また、そもそも人間の知覚が及ばない僅かな変状を発見することは困

難である。河川堤防が出水に対して十分な機能・耐力を発揮するためには、

平常時から堤防の外形を監視し、変形等異常が発見された場合はいち早く

対策を講じる必要があるとともに、出水直後においても、速やかに変状等

異常の有無を確認し、対策を講じる必要がある 
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No. 68 文献名 
航空レーザ測量を活用した治水

安全度評価 

著者名 宮城県 公開年 2012 

URL https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/ki -lp.htm l 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 □維持管理 ☑該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 ☑差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

☑流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 ☑流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/ki-lp.html
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 

概要 

近年、集中豪雨や度重なる台風の上陸により、全国各地で大規模な水害が

発生しており、とりわけ、局所的な豪雨の影響を受けやすい中小河川にお

いて甚大な災害が発生しています。これらは、いまだ災害に対する施設の

整備水準が低いことも大きな要因ではありますが、地球温暖化の影響とも

いわれている激しい雨の増加や雨の降り方などの自然的状況の変化に加え

て、少子高齢化などの社会的状況の変化に伴う地域防災力の低下及び災害

時要援護者の増加などに起因した新たな災害の様相を呈するものでもあり

ました。こうした状況の中、財政面の制約の厳しさ、上下流・本支川の治

水安全度バランスの考慮などといった状況と折り合いを付けつつ、河川管

理者、地域の防災対策を担う関係自治体、さらには地域住民が一体となっ

て、(1)効率的・効果的な治水対策の推進、(2)災害発生時における実効的

な危機管理の実現、(3)住民などの危機管理意識の向上、を目指していくた

め、流下能力等のデータにより河川の整備状況を把握・評価し一般に公表

していくことが必要と考えています。しかしながら、中小河川では、河道

縦横断測量、水位・流量観測等が十分に実施されていない箇所も多く存在

し、流下能力などの基本的かつ重要な情報が不足しているのが実状です 
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No. 69 文献名 

グリーンレーザプロファイラを

用いた河床地形把握の試みとそ

の活用可能性について 

著者名 岩浪英二 公開年 2014 

URL http://www.jsece.or.jp/event/conf/abstruct/2014/pdf/P2-54.pdf 

フェーズ ☑測量・調査・計画 □設計 □施工 □維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 ☑水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

http://www.jsece.or.jp/event/conf/abstruct/2014/pdf/P2-54.pdf
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□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 

概要 

レーザプロファイラは、光を能動的に発射し、対象物から反射してくる時

間を計測し距離を測るが、現在地形計測に用いられている機器は、使用し

ている波長帯が近赤外域であるため、水域では水底まで届かず（吸収され

る）計測不能か水面までの距離を計測することとなる。 

現在シミュレーション等で河川地形が必要な場合、河川定期縦横断データ

等から推定して用いる場合が多く、陸域と水域では精度に大きな違いがあ

る。実際の河床地形を精度良く取得できれば、より現実的な解析が可能で

はないかと考えられる。 
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No. 70 文献名 
レーザ・マルチビームを用いた最

新空間計測技術のご紹介 

著者名 アジア航測株式会社 公開年 2012 

URL h t t p : / / w w w . c a g - f o r u m . c o m / p d f / p r e s e n _ p d f / a _ 0 6 . p d f 

フェーズ ☑測量・調査・計画 □設計 □施工 □維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 ☑差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 ☑水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ ☑等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

☑河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

http://www.cag-forum.com/pdf/presen_pdf/a_06.pdf
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 

概要 

社会資本整備における様々な空間情報（地形・地物形状・画像等）を、高

精度にかつ効率的に三次元形状データとして取得する事を目的とし、近年

めまぐるしくその計測技術の開発が進められています。 
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No. 71 文献名 河川研究セミナー講演録 

著者名 公益財団法人 河川財団 公開年 2015 

URL https://www.kasen.or.jp/Portals/0/pdf_kasen03/H27kasenseminar_kouenroku.pdf 

フェーズ ☑測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

☑河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

https://www.kasen.or.jp/Portals/0/pdf_kasen03/H27kasenseminar_kouenroku.pdf
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□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 

概要 

河川財団では、河川の新たな調査研究課題のシーズ調査や啓発を目的とし

て、国土交通省国土技術政策総合研究所及び国立研究開発法人土木研究所

より講師をお招きして「河川研究セミナー」を開催しています。4回目と

なる平成 27年度は、国土技術政策総合研究所のコーディネートにより、「河

川の維持管理」をテーマに取り上げ、4回のセミナーを開催しました。河

川の維持管理を巡っては、平成 23年の河川砂防技術基準（維持管理編）の

策定や平成 25年の河川法の改正を契機に、関連する通達やマニュアル等の

整備が矢継ぎ早に進められ、河川の点検が本格的に実施されるようになり

ました。一方、河川管理の現場では、点検が定着するに連れて、その結果

をどのように河川管理や危機管理に生かしていくのか、または点検を通じ

てどのような情報が必要とされるのか、そのためにどのような点検である

べきなのか、といった、発展的な課題に直面しているものと考えられます。

本セミナーでは、その考え方に迫るべく、「計測技術の活用による状態把

握実務の展開」、「堤防の維持管理」、「河道の維持管理」、「これから

の河川管理」をテーマとして取り上げ、会場の皆さまとその方向性を探り

ました。（UAV写真測量，MMS等） 
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No. 72 文献名 
画像処理・センサ技術等の河川管

理分野への適用 

著者名 二階堂 義則 公開年 2012 

URL https://www.dendai.ac.jp/crc/about/forum/e5vdec000000dvk0-att/forum05_03.pdf  

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

☑水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 ☑ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 ☑水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 ☑流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

https://www.dendai.ac.jp/crc/about/forum/e5vdec000000dvk0-att/forum05_03.pdf
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☑水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 

概要 

国土交通省は、光ファイバと多重無線等からなる防災情報通信ネットワー

クを整備 

災害現場との音声通話やヘリコプター映像等の通信を確保し、情報を収集 

集約した情報は、官邸危機管理センターや他省庁、地方公共団体、報道機

関へ提供 
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No. 73 文献名 
UAV による河川調査・管理への活

用の手引き（案） 

著者名 加藤 信行 公開年 2016 

URL http://www.thr.mlit.go.jp/tougi/kensetsu/hozen/pdf/uavkasentyosa.pdf  

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD ☑その他（GPS） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

☑ひび割れ検出機能 ☑異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 ☑差分検出機能  

☑維持管理業務の支援機能 ☑土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 ☑横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 ☑空中写真測量機能 □立木識別機能 

☑崩積土砂及び移動土量の算出機能 ☑樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

☑河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

☑河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

☑土木構造物の劣化状況 ☑異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 ☑水中形状 ☑幾何形状の差分 ☑樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

☑立木高分布図 ☑河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

http://www.thr.mlit.go.jp/tougi/kensetsu/hozen/pdf/uavkasentyosa.pdf
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 ☑砂州堆砂状況 

概要 

東北技術事務所では、平成２７年６月に、｢河川堤防における状態監視手法

の高度化及び評価検討｣として、UAVを活用した 2局面｢洪水時における堤

防挙動」・「維持管理における堤防、構造物等の河川管理施設の変状把握｣

の堤防調査により、【UAVによる河川調査･管理への活用の手引き(案) 暫

定版】を、東北地方整備局で UAVを活用する際の基礎資料として運用を図

りました。近年、様々なシーンで活用が見られる『UAV 等の無人航空機』

に対して、適切な活用を図れば最適なツールの一手法として認識が高い反

面、モラルのない利用による墜落事故等の発生から、社会現象に生じてい

ることも事実です。そのような背景により、平成２７年１２月１０日に【UAV

等の無人航空機飛行ルール】が新たに施行され、確実な安全飛行が更に求

められております。そのため、【UAV等の無人航空機飛行ルール】や新た

な知見を加え、東北地方整備局管内において、UAV計測を実施する際に、

安全かつ有効にＵＡＶを運用するための基礎資料として、現場の監督員が

本資料を広く活用し、今後の更なる調査・維持管理に寄与することが出来

れば幸いです 

活用シーンとしては，立ち入りが困難な場所での調査，高所の点検，上空

からの状況把握，高さのある水門の点検，河道内の砂州堆砂状況の把握，

災害対策活動状況の記録等があります． 
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No. 74 文献名 
河川の調査点検におけるＵＡＶ

活用方法の検討 

著者名 郷家康弘 公開年 2016 

URL http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/K00360/happyoukai/H27/2-16.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD ☑その他（GPS） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

☑維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

☑災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 ☑幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/K00360/happyoukai/H27/2-16.pdf
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 ☑河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

☑堤防の変形等の異常 □砂州堆砂状況 

概要 

本報告は、近年様々な分野で活用が進んでいるＵＡＶ(Unmanned Aerial 

Vehicle)について、河川の調査・管理で活用を図るべく、ＵＡＶの特徴、

計測精度、そして課題把握などを検討した中間報告である 

活用シーンとしては，維持管理における堤防，構造物等の河川管理施設の

変状把握，洪水時における堤防の挙動等が挙げられる． 
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No. 75 文献名 
UAVによる河川地形・河床材料(粒

径)モニタリング手法の検討 

著者名 原田守啓 公開年 2016 

URL http://advanced-infra.sakura.ne.jp/sblo_files/advanced-infra/image/3104_gifudaiharada.pdf  

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

☑河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 ☑河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

http://advanced-infra.sakura.ne.jp/sblo_files/advanced-infra/image/3104_gifudaiharada.pdf
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

☑堤防の変形等の異常 □砂州堆砂状況 

概要 

本研究は，国土交通省河川砂防技術研究開発助成地域課題（平成 27年度Ｕ

ＡＶと水域可視化処理による河川地形の新しい計測手法の開発に関する研

究）により実施した．本研究の実施にあたり，国土交通省木曽川上流河川

事務所調査課の多大なるご協力を得た 
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No. 76 文献名 
UAV を用いた河川維持管理業務に

関して 

著者名  公開年 2013 

URL http://www.sparj.com/SparJ/Spar2013J/speaker_pdf/yasui.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 ☑空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

http://www.sparj.com/SparJ/Spar2013J/speaker_pdf/yasui.pdf
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 ☑オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 □砂州堆砂状況 

概要 

河川環境整備では数年間に計画、設計、変更が繰り返されており、全体概

要を把握することは容易でない。そこで河川整備の出来形を光学的手法を

用いて 3次元情報を取得し、その 3次元情報から座標や長さなどの算出を

試みた。 
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No. 77 文献名 
河床材料調査における UAV の活

用事例 

著者名 柴田 東 公開年 2010 

URL 
h t t p : / / w w w . k o w a - n e t . c o . j p / s o i l / 2 - 2 2 6 . p d f  

 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

☑河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 ☑河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 
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□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 ☑オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 ☑砂州堆砂状況 

概要 

河床材料調査においては，現況の河道状況を把握した適切な調査地点の選

定が重要である．しかし，調査地点の選定作業に際しては，現況とは異な

る古い地形情報（平面図，航空写真）を頼りに行なわざるを得ない場合も

多々あり，選定作業に想定以上の時間を要することも少なくない．また，

調査結果の解釈や利用面では，調査結果と時間差のない最新の地形情報が

得られていることにより，調査結果がより有効に活用されると考えられる．

今回の報告では，最新の河道状況を把握し，効率的かつ適切な地点選定を

行うことを目的に，UAV（Unmanned Aerial Vehicle：無人自動自律航空機)

により撮影した航空写真を活用した事例を報告する. 

砂州・中州の 3 次元的な形状の把握や，経年的な撮影を行うことにより

砂州の変動形態の把握も可能となり，河床変動特性の検討にも有効に活用

できると考えられる． 
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No. 78 文献名 
河床表層材料の粒径推定におけ

る UAVの活用事例 

著者名 
金 宗煥・沼田洋一・服

部聡子・川崎正文 
公開年 2016 

URL http://www.rssj.or.jp/wp-content/uploads/2016/02/u07_58_h27.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

☑河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 ☑河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

http://www.rssj.or.jp/wp-content/uploads/2016/02/u07_58_h27.pdf
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□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 □砂州堆砂状況 

概要 

本稿では河川管理上重要な項目である河床材料の粒径推定における UAVの

利用可能性について検討したので、その有効性と課題について報告する。

河床材料調査は、従来から、現地で測線またはコドラートを設定して実測

するか、デジタルカメラ等で撮影された画像から個別の磯を抽出して粒径

を測定している。しかし、これらの手法は局所的なデータでしかなく、広

域かつ面的な計測手法が求められる。本研究では UAV 搭載のデジタルカメ

ラから得られたオルソ画像から、画像処理によって高周波数成分のデジタ

ルナンバー（以下、DN）の標準偏差を求め、粒径を面的に推定する手法に

ついて検討した. 

UAV で取得した画像を解析することで、表面河床材料粒径分布を 把握す

ることが、技術的に有効であることが確認された。
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No. 79 文献名 
UAV を用いた水面下の写真測量：

佐波川での検証例と今後の展開 

著者名 神野有生 公開年 2016 

URL http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~yakamats/Glocal/img/kanno.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 ☑空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 ☑水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~yakamats/Glocal/img/kanno.pdf


259 

 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 □砂州堆砂状況 

概要 

水面下の地形は多くの人間活動の基盤情報．経時変化するため，十分な空

間密度・頻度でのモニタリングが重要である． 

浅水帯における水面下の地計測量が UAVによる写真測量にて実現すれば，

従来より安価・迅速・簡便になる． 

問題点として，光の水面屈折により，底面上の点が正しい位置に写らない 

ため，水深を過小評価する&水平方向にも位置がずれることになる．また，

光の水面反射，水深や濁りによる光の消散，波によってできる 底面上の模

様により，底面が明瞭に写らないことがあり，マッチングに失敗する． 

（以下一部のみ公開のため，不明） 
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No. 80 文献名 
i-Construction の取組みと３次

元データの活用について 

著者名 芹澤 啓 公開年 2016 

URL http://www.ocf.or.jp/cim/seminar2016/02_serizawa_t.pd f 

フェーズ ☑測量・調査・計画 ☑設計 ☑施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 ☑MC ☑MG 

□災害 □シミュレーション ☑CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 ☑水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

http://www.ocf.or.jp/cim/seminar2016/02_serizawa_t.pdf
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□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 □砂州堆砂状況 

概要 

測量・施工・検査等の全プロセスで ICTを活用し、建設現場の生産性の向

上を図るとともに、「賃金水準の向上」、「安定した休暇の取得」、「安

全な現場」、「女性や高齢者等の活躍」など、建設現場の働き方革命の実

現を目指す。 

ICT土工等のトップランナー施策の着実な推進をはじめ、土工以外への ICT

の導入、コンソーシアムを通じた研究開発の推進、地方公共団体発注工事

への普及促進等に取り組む 
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No. 81 文献名 
単独測位 GNSS を用いた簡易 UAV 

測量の適用例とその精度 v 

著者名 
小花和 宏之，早川 裕

弌，加藤 顕 
公開年 2014 

URL http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/csisdays2014/csisdays2014-ra-pdf/A12.pdf 

フェーズ ☑測量・調査・計画 □設計 □施工 □維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
☑点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD ☑その他（GPS） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 ☑空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ ☑等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 ☑DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/csisdays2014/csisdays2014-ra-pdf/A12.pdf
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【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 ☑オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 □砂州堆砂状況 

概要 

小型の UAVに搭載したデジタルカメラによる航空写真撮影，カメラに付属

した単独測位 GNSS測量，およびそれらのデータを解析して DSMを作成する

SfMソフトウェアを組み合わせた，簡易 UAV測量を，海岸・河川・森林な

ど各種環境下において実施して対象地の DSM・等高線図・オルソ写真を作

成し，手法の精度およびその影響要因について検討した 
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No. 82 文献名 
UAV 搭載型レーザ計測システムに

よる計測事例 

著者名 

高野 正範・鈴木 浩二・

外山 康彦・久保田 竜・

國枝 信吾 

公開年 2015 

URL http://archive.sokugikyo.or.jp/pdf/apa107_2015_11/107-05.pdf 

フェーズ ☑測量・調査・計画 □設計 □施工 □維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

http://archive.sokugikyo.or.jp/pdf/apa107_2015_11/107-05.pdf
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□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 □砂州堆砂状況 

概要 

人航空機（以下「UAV」）から撮影した空中写真を用いて三次元モデルを作

成する技術が普及する中、軽量かつ高性能な UAV 用レーザスキャナ（Riegl 

製 LMS VUX-1）が登場した。中日本航空(株)では、有人機による航空レー

ザ測量を多数手掛けており、このレーザ計測技術を UAV に適用することで、

写真だけではない新たな UAVの利用価値を見出すことを目的に、計測シス

テムの設計から組立、データ取得・解析について試行した。本報告は、平

成 26 年 10 月に取得したデータの中から、道路、河川、砂防、森 林分 野

における取得 事例を紹介する 

 

 

  



266 

 

No. 83 文献名 
河川の流量を測定するシステム

「KU-STIV」を開発 

著者名 神戸大学 公開年 2016 

URL http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_04_01_03.html 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

☑水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_04_01_03.html
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☑水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 □砂州堆砂状況 ☑河川の流量 

概要 

神戸大学工学研究科市民工学専攻の藤田一郎教授は、画像を解析すること

で河川の流量が計測可能なソフトウェア「KU-STIV(Kobe University 

Space-Time Image Velocimetry)」を開発しました。この技術によって正確

な河川流量データの取得が容易となり、河川災害に対する計画の策定等へ

の活用が期待されます。 
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No. 84 文献名 
河川流速・流量の画像計測におけ

る遠赤外線カメラの活用 

著者名 藤田 一郎 公開年 2013 

URL http://www.nagare.or.jp/download/noauth.html?d=32-5tokushu2.pdf&dir=77 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

☑水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

http://www.nagare.or.jp/download/noauth.html?d=32-5tokushu2.pdf&dir=77
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☑水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 □砂州堆砂状況 ☑河川の流量 

概要 

河川の洪水時の流れは，流体計測の中でも最も困難な計測対象の一つと言

える．それは，洪水流計測は風や雨などの自然条件に完全にさらされた状

態で行わなければならず，計測環境が劣悪であることが第１のポイントで

ある．第２のポイントは対象となる河川の物理スケールが数メートルから

数百メートルのオーダーなどと非常に大きい点である．そのために，仮に

直接的な計測を行えたとしても計測作業にはかなりの時間を要してしま

う．また，洪水流は大小の礫混じりの浮流砂を大量に含んだ固液混相流で

あり，実験室で用いるプローブタイプの計測装置は使えないことが第３の

ポイントである．第４のポイントとしては，洪水時の初期には特に大量の

流木やごみなどが流れてくることが多いために，ボートなどを用いて計測

するには危険を伴う点があげられる．このように，洪水流の計測はあらゆ

る点で非常な困難を伴うものと言える。 
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No. 85 文献名 
河川堤防における堤体内水位観

測システム 

著者名 
材料地盤研究グループ

（土質・振動） 
公開年  

URL https://www.pwri.go.jp/jpn/results/pdf/newtech/teitainai.pdf 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

☑災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） ☑画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

☑水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

https://www.pwri.go.jp/jpn/results/pdf/newtech/teitainai.pdf
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【動的】 

☑水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 □砂州堆砂状況 □河川の流量 

概要 

近年、全国各地において台風や豪雨に起因する水害が生じ、河川堤防の信

頼性、安全性に対する社会的関心が高まっています。河川堤防の変状誘因

の一つとして堤体内水位の上昇が挙げられることから、その検知技術が必

要とされています。そこで、堤体内水位を適切に把握するため、河川堤防

の特性に対応した観測システムについて、財団法人国土技術研究センター

および民間企業 8社との共同研究により検討しました（共同研究報告書第

377号）。その成果により、精度を一定水準以上に確保して水位観測を実

施することが可能となり、堤防管理の高度化に資すると考えられます 
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No. 86 文献名 

地上型レーザスキャナとネット

ワーク型 RTKGPS による河川計測

手法について 

著者名 株式会社ジェノバ 公開年  

URL 
h t t p : / / w w w . j e n o b a . j p / c a s e / 6 6 4 / 

 

フェーズ □測量・調査・計画 □設計 □施工 ☑維持管理 □該当なし 

用途 
☑維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） ☑点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 ☑形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 ☑構造物の幾何形状  

☑形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 
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□河川の管理データ 

【動的】 

□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 □砂州堆砂状況 □河川の流量 

概要 

わが国の国土は環太平洋造山帯に位置し、その成因から地質が脆弱で地形

も急峻であるため山地の侵食が生じやすい。山地部で生産された土砂は河

川をとおして下流に運ばれ、谷の出口で礫主体の扇状地を、さらに下流に

移動すると砂・泥主体の沖積平野を形成し海に至っている。この土砂は、

海域では沿岸域に堆積し、また漂砂となって移動し海岸地形を形成してい

る。 

戦後の経済成長は、土砂移動に対して大規模な人為的インパクトを加えた。

それは土砂災害防御のための砂防ダムの建設や植林事業による荒地の減

少、水資源開発や洪水防御のための大規模なダム貯水池の建設、洪*水流下

能力増大のための掘削や建設資材利用のための河道の砂利採取などであ

る。これらにより河川への土砂供給の減少がはじまり現在に至っている 
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No. 87 文献名 河川環境価値の計測 

著者名 寺 田 哲 志 公開年 2012 

URL http://hamada.u-shimane.ac.jp/research/32kiyou/10sogo/seisaku22.data/seisaku2203.pdf 

フェーズ ☑測量・調査・計画 □設計 □施工 □維持管理 □該当なし 

用途 
□維持管理 □出来形 □出来高 □自動運転 □MC □MG 

□災害 □シミュレーション □CIM 

データ 
□点群データ（写真測量） □点群データ（レーザ） □画像データ 

□CAD □その他（＿＿＿） 

技術 

□複数機器の点群データ可視化機能 □災害シミュレーション機能  

□河川カルテや図面等の関連付け機能 □オブジェクト認識機能  

□ひび割れ検出機能 □異常洗掘や欠損箇所の検出機能  

□点検箇所定義機能 □形状測定機能 □差分検出機能  

□維持管理業務の支援機能 □土木構造物の劣化判定機能  

□水位・雨量計測機能 □横断図生成機能 □ノイズ除去機能  

□地振動分布推定機能 □インフラ施設の被災状況推定機能  

□災害前後の差分検出機能 □空中写真測量機能 □立木識別機能 

□崩積土砂及び移動土量の算出機能 □樹木の繁茂状況把握機能  

□目的に応じた 3 次元モデルの可視化詳細度の変更機能  

□河床の変動や侵食・堆積把握機能 □ブレイクライン抽出機能  

□河床材料の粒度測定機能 □陸部と水部の識別機能  

□流下能力算出機能 □耐震性評価 □位置の推定機能 

□災害現場の調査 

可視化内容 

【静的】 

□土木構造物の劣化状況 □異常洗掘や欠損 □構造物の幾何形状  

□形状断面 □土量 □水中形状 □幾何形状の差分 □樹木  

□各地域の高低差図 □段彩図 □色付き点群データ □等高線図  

□テクスチャ付き点群データ □水深分布図 □瀬淵分布図  

□立木高分布図 □河床材料の粒度分布図 □流下能力 □DSM  

□河川施設の点群データ □河川維持管理のための基礎的情報 

□河川の管理データ 

【動的】 

http://hamada.u-shimane.ac.jp/research/32kiyou/10sogo/seisaku22.data/seisaku2203.pdf
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□水位 □雨量 □耐震性 □耐津波性 □地震動分布  

□インフラ施設の被災状況 □河川の異常・変状等の位置情報  

□河川管理施設の異常箇所の３次元位置 □オルソ画像  

□堤防の変形等の異常 □砂州堆砂状況 □河川の流量 

概要 

本研究では都市河川を対象に、減少していく公共事業予算を有効に分配し

河川の環境的 機能を有効に利用して健全な都市生活空間の形成に資する

ことを目的として、親水河川整 備事業の有効性を判断し優先度を比較する

ための環境便益の計測を試みてきた。その分析 にあたっては河川を公共財

と捉え、その特徴である「非排除性」と河川の開放度とを重ね 合わせた。 

その実証結果の一つ目として、都市河川が治水面での安全度を確保された

状態であれば、 その環境としての存在価値が認められることがわかった。

さらには非排除性を表す指標で ある護岸勾配が有意であったことで、河川

空間やそこに流れている水そのものに触れやすくするような構造に改善す

ること、つまり都市河川を開放的な構造にすることで社会資本 として有効

に利用することができ、都市生活環境の向上に役立つこともわかった。非

排除 性の回復によって公共財の便益が外部経済効果として、周辺市街地の

環境を向上させ、また資産価値の増加分として計測が可能であるという結

果である。都市内の環境としての存 在価値が認められ、また河川を開放的

な構造にすることで、その存在を人々が改めて意識 することが期待でき

る。 二つ目として、対象地域での大幅な地価下落は経済的利益に関わる地

価形成要因による ところが大きいことがわかった。一方で、河川が存在す

ることの価値および河川の非排除 性がもたらす地価形成要因は、地価変動

の影響を受けることなく有効であった。環境の質 に関しては一定の価値が

存在すると評価できる。 これらの実証結果から、今後、河川親水化によっ

て環境便益を生み出せるのかといった 有効性の判断や、便益の大きさによ

る優先度比較などに本研究の計測方法を利用すること で、限られた予算を

有効に配分し都市環境の改善に資することができる。また設計施工に あた

って「非排除性を高める」という条件を、行政担当者や設計者が留意する

ことができれば、それだけで都市の生活環境向上に良い影響をもたらすと

考えられる。 

 

 


