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1. 序論 

 

1.1. 研究の背景と目的 

ダムは、治水、利水、治山、砂防等を目的とした施設であり、地域住民にとって生活、防災と

いう面から非常に重要な施設となっている。それゆえ、管理項目は多岐にわたっており、また維

持することの重要性が日々高まっている。 

国土交通省では、調査、設計、施工から維持管理までを視野に入れた新たな建設管理システム

として CIM（Construction Information Modeling /Management）に取組んでいる。平成 24 年度より

取組んでいる CIM 試行事業の多くは、設計段階より三次元モデル等を利用し、施工、維持管理、

サービス提供を通じて情報の共有・進化を進めるものである。 

しかし、我が国の社会インフラは高度成長期にその多くを整備しており、約 20 年後に建設後

50 年以上を経過する施設の割合は、橋梁 65％、トンネル 48％等であり、維持管理時代の到来は

周知の事実である。さらに、高度経済成長期、もしくはそれ以前（1970 年以前）に建設されたダ

ム等については、最終形の設計図面はほとんど残されていないと想定される。 

一方、ハード面においては近年、三次元レーザスキャナ、ドローン、デプスセンサ等の三次元

計測に関する技術が急速な進歩と汎用化を遂げ、ソフトにおいても普及が進んでいる。これらを

背景に三次元計測により生成される大容量の点群データを三次元 CAD 上で簡易に取り扱うこと

が可能となっている。 

本研究では、既存のダム施設を対象として実際に三次元計測を行い、そこで得られた三次元デ

ータの有効性を検証し、更に維持管理における三次元モデル化の最適詳細度について検討を行っ

た。 

 

1.2. 研究対象 

ダムには多くの施設が含まれているが、本研究ではダムの「堤体」、及び堤体に隣接する「機械

設備」、「測定機器」を対象として検討を行った。 
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2. 調査対象ダムについて 

 

2.1. ダムの種類 

ダムは、堤体材料によって「コンクリートダム」と「フィルダム」の 2 つに大別される。 

更に、型式により表 2-1 のように細分類される。 

 

表 2-1 ダムの種類 

分類 ダム型式 備考 

コンクリートダム 重力式コンクリートダム ダムの自重と重力を利用して 

水圧を支えるダム型式 

中空重力式コンクリートダム ダムの堤体内が空洞になっている重

力式コンクリートダム 

アーチ式コンクリートダム 河川両側の堅固な岩盤に水圧を 

分散させて支えるダム型式 

重力式アーチダム 重力式とアーチ式の両型式の特性を

備えたダム型式 

マルチプルアーチダム 

（多連式アーチダム） 

複数のアーチが連なるダム型式 

バットレスダム 水を遮る壁（遮水壁）を垂直に扶壁で

支えるダム型式 

フィルダム アースダム 台形状に盛り土を行って建設される

ダム型式 

ロックフィルダム 土砂と岩石を主体として建設される

ダム型式 

コンバインダム 

（複合型ダム） 

 重力式とアースまたはロックフィル

ダムが複合したダム型式 
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2.2. 調査対象ダムの選定 

調査ダムの選定については、日本において最も多い型式である「重力式コンクリートダム」を

選定することも考えたが、計測に際して難易度が高い「マルチプルアーチダム」を対象とするこ

ととした。 

「マルチプルアーチダム」は、香川県の「豊
ほう

稔
ねん

池
いけ

ダム（堤高：32.3m／総貯水量：1,643 千 m3）」

と宮城県の「大倉ダム（堤高：82.0m／総貯水量：28,000 千 m3）」の 2 基のみが存在する。 

その中から、規模の大きい「大倉ダム」を選定した。 

豊稔池ダムの諸元を表 2-2 に、大倉ダムの諸元を表 2-3 に示す。 

また、豊稔池ダムの貯水池諸元を表 2-4 に、大倉ダムの貯水池諸元を表 2-5 に示す。 

 

表 2-2 豊稔池ダム諸元 

項 目 内 容 

型式 5 連アーチ式石積ダム 

アーチ軸線半径 記載なし 

堤高 30.4m 

堤頂長 128m 

堤体積 40 千 m3 

 

表 2-3 大倉ダム諸元 

項 目 内 容 

型式 ダブルアーチ式コンクリートダム 

アーチ軸線半径 82m 

堤高 川谷 82m、台地 42m 

堤頂長 323m 

堤体積 226 千 m3 

非越流部標高 EL272.00m 

越流部標高 EL263.35m  

放流設備  クレストローラーゲート  高さ H=7.55m 幅 W=8.86m  4 門 

利水放流設備(左岸) ロートバルブ            φ450mm 1 基 

利水放流設備(右岸) スルースバルブ          φ340mm 1 基 

非常放流設備 ジェットフローバルブ    φ900mm 1 門 
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表 2-4 豊稔池ダム貯水池諸元 

項 目 内 容 

流域面積 8.0km2 

湛水面積 0.15 km2 

総貯水量 1,643 千 m3 

有効貯水量 1,593 千 m3 

洪水調節容量 （記載なし） 

利水容量（非洪水期) （記載なし） 

利水容量（洪水期） （記載なし） 

洪水時最高水位（計画洪水位） （記載なし） 

平常時最高貯水位（常時満水位） （記載なし） 

貯留準備水位（制限水位） （記載なし） 

最低水位 （記載なし） 

計画洪水量 （記載なし） 

 

表 2-5 大倉ダム貯水池諸元 

項 目 内 容 

流域面積 88.5km2 

湛水面積 1.6 km2 

総貯水量 28,000 千 m3 

有効貯水量 25,000 千 m3 

洪水調節容量 10,000 千 m3 

利水容量（非洪水期) 25,000 千 m3 

利水容量（洪水期） 15,000 千 m3 

洪水時最高水位（計画洪水位） EL270.60m 

平常時最高貯水位（常時満水位） EL270.60m 

貯留準備水位（制限水位） EL263.35m 

最低水位 EL240.65m 

計画洪水量 1,200m3/s 
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2.3. 選定したダムの概況 

今回、調査対象とした大倉ダム（図 2-1 参照）は、大倉川上流に位置するマルチプルアーチダ

ム（以下、ダブルアーチ式コンクリートダム）である。  

大倉ダムの下流に位置する大倉川は、仙台市の中心部より約 16km 上流で広瀬川と合流する河

川であり、流路延長は 22.4km である。 

大倉ダムの計画は、1947 年（昭和 22 年）のカスリーン台風および 1948 年（昭和 23 年）のア

イオン台風、1950 年（昭和 25 年 8 月）出水と相次ぐ大洪水に見舞われたことから建設計画を検

討された。 

一方、戦後の仙台市や塩竃
しおがま

市の人口増加に伴い、上水道用水と発展途上にある仙塩工業地帯へ

の工業用水の補給、水資源の総合的開発も期待され、現在は洪水調節・かんがい・上水道・工業

用水・発電を目的とした多目的ダムとして活躍している。（表 2-6 参照） 

建設工事は、旧建設省直轄事業として 1958 年（昭和 33 年度）に着手し、4 年の歳月を経て、

1961 年（昭和 36 年度）に完成した。 

なお、ダム管理は 1962 年（昭和 37 年度）から宮城県が行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 大倉ダム位置図 
 

表 2-6 大倉ダムによる利用効果 

機 能 内 容 

洪水調節 ダム地点の計画高水流量 1,200m3/s のうち 800m3/s をダムに貯留して

洪水を抑制し、下流域を水害から防護 

流水の正常な機能の維持 下流河川の流水に対する正常な機能維持 

かんがい用水 大倉川及び広瀬川沿岸のかんがい用水（農業用水）の補給 

上水道用水 仙台市、塩竃市に上水道用水として日最大 154,675m3 を供給. 

工業用水 仙台市、多賀城市、塩竃市の工業地帯の工場に日最大 100,000m3 を

供給 

水力発電 最大 6.5m3/s の水を使用し、最大出力 5,200kW の電力を発電 
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 大倉ダムの平面図を図 2-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 ダム平面図 

 

 大倉ダムの標準横断図を図 2-3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 ダム標準断面図 
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3. ダム施設に係る維持管理項目の整理 

 

3.1. 国の技術基準「河川砂防技術基準 維持管理編（ダム編）」 

「河川砂防技術基準 維持管理編（ダム編）※4)」において「ダム施設及び貯水池の維持管理」、

「流水管理」及び「ダムの管理に係るフォローアップ」に関する基準が定められている。本研究

では「ダム施設及び貯水池の維持管理」の中でも「ダム施設」に焦点をあてて、維持管理項目を

整理した。 

一般的にダム施設は、ダムの堤体、洪水吐き等の土木構造物、放流設備や係船設備等の機械設

備、電源設備や通信設備等の電気通信設備、貯水池周辺斜面、観測・計測設備、その他の管理設

備から構成されている。（図 3-1 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 ダム施設の一般的な構成 
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ダム施設の維持管理における点検・検査等は、ダム管理者が行う日常管理における「巡視・点

検」、ダム管理者が専門家の意見を聴いて長期的観点から行う「ダム総合点検」、ダム管理者以外

の専門家等が行う「定期検査」により構成される。（図 3-2 参照） 

本研究では、定期的に行われる「巡視」・「日常点検」を対象として、維持管理項目を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 ダム施設の維持管理における点検・検査等の構成 

 

「河川砂防技術基準 維持管理編（ダム編）」では、「土木構造物の巡視・日常点検」及び「機

械設備の巡視・日常点検」について、以下のように確認事項や留意事項の例を示している。 

なお、「観測・計測設備の巡視・日常点検」に関しては、「観測・計測データを適正かつ継続的

に取得するために、設備全体の状態を把握し、計測装置の作動状況の確認を行う」と記されてお

り、例示については記載されていない。 

 

   ＜土木構造物の巡視・日常点検に係る確認事項の例示＞ 

【巡視】 

① 監査廊、堤体の上下流面や天端における継目の開き、ひび割れ、コンクリートの剥離・

剥落等の有無 

② 監査廊、堤体のひび割れや継目、水平打継目からの漏水、エフロレッセンスの有無 

③ 堤体の堤趾部や両岸の基礎地盤からの漏水の有無 

④ 洪水吐き（越流部、導流壁、減勢工等）コンクリート部の異状の有無 

【日常点検】 

① 基礎排水孔や浸透流観測孔からの排水、漏水の濁りの有無 

② 下流河川の急激な河床洗掘の有無 

 

   ＜土木構造物の巡視・日常点検に係る確認事項の例示＞ 

① 各種放流設備等の取付け状況、回転・摺動部の作動状況、塗装の劣化状況、戸当りへ

の土砂の堆積状況、水門扉の開閉に対する障害物や支障の有無、関連設備の状態、開
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閉操作の機能及び安全の確保状況、水密部漏水、放流時の振動・異常音の有無等 

② 機側操作盤での機器の電流値、電圧値、作動状況、機器の表示についての異常の有無

等 

③ 安全措置及び保護装置の作動状況 

 

また、「河川砂防技術基準 維持管理編（ダム編）」では維持管理に対する考えを以下のように

提言している。 

・ ダム施設及び貯水池の維持管理は、計画の策定（Ｐ）、状態把握（Ｄ）、分析・評価（Ｃ）、

対策（Ａ）のＰＤＣＡサイクルにより行うとともに、維持管理において得られたデータを

蓄積し、計画的な維持管理に反映することを基本とする。 

・ なお、維持管理において得られたデータを共有し、より効果的・効率的に維持管理を行う

ため、データの蓄積においては、電子化した上で系統的に整理・保存することを基本とす

る。 

本研究では、上記ＰＤＣＡサイクルの基盤に三次元モデルを配置し、今後蓄積されるデータと

紐づけることにより、統合的なデータ管理の実現を目指している。 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ図を図 3-3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 ＰＤＣＡサイクルのイメージ（ダム施設の維持管理） 
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3.2. 調査ダムにおける維持管理項目 

今回調査を行った大倉ダムにおける維持管理項目を以下に示す。 

 

3.2.1. 巡視・日常点検 

 大倉ダムでは定期的に日点検、週点検、及び月点検が実施されている。 

 

   ＜日点検＞ 

ダム本体については、堤頂部の目視点検が行われている。 

また、操作卓、監視装置、事務機器等の状態確認が行われている。 

日点検項目を表 3-1及び表 3-2に示す。 

点検表は、問題ないことが確認できた項目にはチェックマークを記入し、問題がある場合は、

その状況を空欄に記入する形式で利用されている。また計測項目についてはその数値を記入さ

れている。 

 

表 3-1 日点検項目(1) 

点検箇所 点検項目 点検内容 月 火 水 木 金 備考

堤頂部 目視による点検

監査廊 目視による点検

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 故障表示確認

②防災FAX エラー表示 消灯しているか

③大型ディスプレイ 表示確認 データ表示されているか

④放流判断支援装置 表示確認 故障表示確認

⑤放流操作装置 表示確認 故障表示確認

⑥表示制御装置 表示確認 故障表示確認

⑦CCTV操作装置 表示確認 左右・ｽﾞｰﾑﾜｲﾊﾟ

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 故障点灯ないか

点検起動 故障有無確認

ランプ点灯箇所 閃光灯消灯しているか

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

⑪CCTV操作装置 動作確認 左右・ｽﾞｰﾑﾜｲﾊﾟ

ランプテスト 球切れ

データ確認 主副水位差無いか 許容2cm
ランプ点灯箇所 綜合異常点灯ないか

地震計 故障ランプ消灯しているか 液晶画面「待機中」点滅しているか

地震計 現在時刻合っているか

地震計 動作中点灯しているか

⑭漏水量表示端末 データ確認 異常漏水量無いか

ランプ点灯箇所 ﾗﾝﾌﾟ・ｽｲｯﾁ位置確認 電源ランプが点灯しているか

ｽｲｯﾁ位置確認 スイッチが正常になっているか

⑯気象観測装置 ランプ点灯箇所 ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換消灯しているか 架下部のバッテリーを確認

⑰テレメータ監視装置 ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

⑱警報制御監視装置 ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

⑲被遠方監視制御装置 ＡＬＭ（アラーム） 消灯しているか

⑳ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ端局装置 ＡＬＭ（アラーム） 消灯しているか

㉑多重無線装置 ＡＬＭ（アラーム） 消灯しているか

㉒上水道取水監視盤 故障表示 消灯しているか

ランプ点灯箇所 電源ランプ消灯しているか

動作状態 動作ｶｳﾝﾄしていないか

圧力確認 圧力正常か 5～30kPa
㉔電話交換機 点灯箇所確認

㉕伝送処理装置 点灯箇所確認 SYS点灯確認 ACT点滅

㉓デハイドレータ

非常対応、緊急対応
即時対応、注意対応の
表示が無いか

⑮時計装置

ダム本体

①ゲート動作中・
　　　　　　警報盤

⑧遠方手動操作装置

⑨放流警報操作卓

⑩放流表示板制御装置

⑫入出力装置

⑬地震計装置
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表 3-2 日点検項目(2) 

点検箇所 点検項目 点検内容 月 火 水 木 金 備考

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

受電側電圧 95～107V

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

受電側電圧 182～222V

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

受電電圧 6,000～7200V

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

動力電圧 182～222V
電灯電圧 95～107V

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

動力電圧 182～222V
電灯電圧 95～107V
ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

重油残量確認 900ℓ以上あるか

5ℓ以上あるか 週 初の点検日のみの確認でよい

（ 大25ℓ以上とする） 水：次亜塩素酸Na  =  19ℓ：1ℓ

⑥無停電電源装置

⑦ﾎﾞｲﾗｰ・予備発燃料
　　（満タン1900ℓ）

⑧水道塩素注入器 次亜塩素酸残量
確認

リットル

①電灯盤

②電力盤

③受電盤

④事務室配電盤

⑤電灯動力２次盤

 

 

      ＜週点検＞ 

ダム本体については、堤体天端のクラック、剥離、腐食の状態、及び上下流面のクラック、

剥離の状態確認が行われている。 

また、周辺環境の見回り確認が行われている。 

週点検項目を表 3-3に示す。 

点検表は、問題ないことが確認できた項目にはチェックマークを記入し、問題がある場合は、

その状況を空欄に記入する形式で利用されている。また計測項目についてはその数値を記入さ

れている。 

 

表 3-3 週点検項目 

点検箇所 点検項目 点検内容 良・否 備考

堤体天端 クラック、剥離、腐食確認

上下流面 クラック、剥離

地滑り・斜面崩壊

周回道路

不法投棄

ダム湖漂流物

河川流入部 堆砂状況

情報通信ｼｽﾃﾑの
　　　　　　　  異常

挙動不審者の有無

貯水池内の状況 浮遊物、水質変化等

施設施錠の有無 管理庁舎、自家発室他
その他の施設の施錠

不審物の有無 放流設備他　　　周辺

ダム本体

ダム湖周辺

危機管理に関する
　　　　　施設点検
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＜月点検＞ 

各設備毎に詳細点検が実施されている。 

設備毎の月点検項目を表 3-4～表 3-8に示す。 

点検表は、問題ないことが確認できた項目にはチェックマークを記入し、問題がある場合は、

その状況を空欄に記入する形式で利用されている。また計測項目についてはその数値を記入さ

れている。 

 

表 3-4 点検項目‐取水設備 

点検箇所 点検項目 点検内容 良・否 備考

外観・塗装 損傷・劣化

減速装置 油量（油面計）

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

電圧値 200～220V 許容電圧内か

第１幹線電圧 200～220V 許容電圧内か

第２幹線電圧 200～220V 許容電圧内か

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

電圧値 200～220V 許容電圧内か　　　　　V

故障表示 点灯ないか

①非常用ゲート
　　　　　　　巻上機

②機側操作盤
   ※常時電源断となって

      いるため点検は、盤内

      の電源を入れて行う。

③配電系盤

④右岸取水設備
                       操作盤
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表 3-5 点検項目‐放流設備 

点検箇所 点検項目 点検内容 良・否 備考

外観・塗装 損傷・劣化

水密部 漏水

電動・手動切替 電動選択しているか

外観・塗装 損傷・劣化

水密部 漏水

外観・塗装 損傷・劣化

電源電圧値 200～220V 許容電圧内か　　　　　V

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

スイッチ位置 選択確認

UPS ｱﾗｰﾑないか

ファンサーモ 動作確認 ※通年（確認後設定      ℃）

故障表示 点灯ないか

外観・塗装 損傷・劣化

水密部 漏水

外観・塗装 損傷・劣化

電源電圧値 200～220V 許容電圧内か　　　　　V

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

スイッチ位置 選択確認

UPS ｱﾗｰﾑないか

ファンサーモ 動作確認 ※通年（確認後設定      ℃）

故障表示 点灯ないか

①非常用放流バルブ
    ジェットフロー

    ゲート（φ　　　  ）

②放流管

③非常用バルブ
   　　　　　　機側操作盤

右岸農業用水バルブ
（φ　 　  ）および放流管

右岸農業用水バルブ
   　　　　　　機側操作盤
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表 3-6 点検項目‐ゲート設備 

 点検箇所 点検項目 点検内容 良・否 備考

巻上機外観 損傷・劣化

電圧値 200～220V 許容電圧内か　　　　　V

操作盤 詳細は右下へ

動作テスト 振動・異常音

開方向電流値 　　　　　A以下か 　　　　　A

ワイヤーロープ 素線切れ・給油状態

ギア・シーブ（滑車） 動作時回転状況

減速装置 油量（油面計）

巻上機外観 損傷・劣化

電圧値 200～220V 許容電圧内か　　　　　V

操作盤 詳細は右下へ

動作テスト 振動・異常音

開方向電流値 　　　　　A以下か 　　　　　A

ワイヤーロープ 素線切れ・給油状態

ギア・シーブ（滑車） 動作時回転状況

減速装置 油量（油面計）

巻上機外観 損傷・劣化

電圧値 200～220V 許容電圧内か　　　　　V

操作盤 詳細は右下へ

動作テスト 振動・異常音

開方向電流値 　　　　　A以下か 　　　　　A

ワイヤーロープ 素線切れ・給油状態

ギア・シーブ（滑車） 動作時回転状況

減速装置 油量（油面計）

巻上機外観 損傷・劣化

電圧値 200～220V 許容電圧内か　　　　　V

操作盤 詳細は右下へ

動作テスト 振動・異常音

開方向電流値 　　　　　A以下か 　　　　　A

ワイヤーロープ 素線切れ・給油状態

ギア・シーブ（滑車） 動作時回転状況

減速装置 油量（油面計）

No.4    クレストゲート 扉体・戸溝 損傷・障害物・漏水 漏水量は、にじみ程度は可とする

No.3    クレストゲート 　　　〃 　　　　　〃

No.2    クレストゲート 　　　〃 　　　　　〃

No.1    クレストゲート 　　　〃 　　　　　〃

動作テスト 異常動作ないか No.1           No.2           No.3           No.4       

No.1    クレストゲート

遠方操作卓

No.4    クレストゲート

No.3    クレストゲート

No.2    クレストゲート
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表 3-7 点検項目‐係船設備 

 点検箇所 点検項目 点検内容 良・否 備考

主電源電圧 200～220V 許容電圧内か

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

動作テスト 振動・異常音

ワイヤーロープ 素線切れ・給油状態

減速装置 油量（油面計）

変形・浮き 損傷・劣化

船体 外傷・破損

エンジン動作確認 始動性・油漏れ・異音

備品確認 救命環.発煙筒

外観 水没・障害物・破損箇所網場（流木止め）

①係船装置
　　　　　　　電気操作盤

②昇降装置

船台およびレール

③巡視船

 

 

表 3-8 点検項目‐給水ポンプ設備 

 点検箇所 点検項目 点検内容 良・否 備考

建屋 破損ないか 雨漏りないか

タンク 破損・漏水ないか オーバーフローしてないか

配管部 破損・漏水ないか

換気扇サーモ 動作確認 ※通年（確認後設定25℃）

パネルヒータ 動作確認 ※冬期（確認後設定5℃）

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 点灯箇所

故障表示 点灯ないか

スイッチ位置 選択確認

200V受電電圧 200～220V RS        V                ST       V                TR       V

給水ポンプ室

給水ポンプ制御盤
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3.2.2. 測量・観測 

 大倉ダムでは定期的に堤体観測、流量観測、漏水量観測、及び堆砂測量が実施されている。 

 

＜堤体観測＞ 

月に1回、ダム堤体上の7箇所（図 3-4 参照）の視準点（青字：No.1～No.7）について水平

方向の変位量を観測し、ダム堤体の変位量を確認している。 

また、5つの基準点（赤字：No.1～No.5）のうちの4点の基準点について水平方向の変位量を

年1回観測し、ダム付近の地殻変動を確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 基準点・変位観測点位置図 

 

   ＜流量観測＞ 

3箇所の観測地点（図 3-5 参照）において、4月～9月の期間に月1回低水流量の観測を行い、

また、高水流量時にも別途観測を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 流量観測点位置図 
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   ＜漏水量観測＞ 

月1回、40箇所の観測地点において、漏水量及びその水温を測定している。 

漏水量及び水温の調査票を表 3-9に示す。 

また、全体的な漏水量（合計漏水量）については測定機器（半導体圧力センサー水晶式）を

使用して随時自動計測を行っている。 

 

表 3-9 漏水量観測 

観　測　地　点 漏　　水　　量 水　　　温 備　　　　考

                No.         1 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.         7 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.         8 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.         9 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.       10 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.       11 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.       12 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.       13 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.       17 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.    　　　　　　　　ml/min   ℃

                    新設No.1 　　　　　　　　ml/min   ℃ No.3 付近

                    新設No.2 　　　　　　　　ml/min   ℃ No.11 付近

                    新設No.3 　　　　　　　　ml/min   ℃ 監査廊内

                    新設No.4 　　　　　　　　ml/min   ℃ 監査廊の左岸側

合　　計 　　　　　　　　ml/min

平　　均 　　　　　　　　ml/min   ℃

備考

平成27年10月13日（火）　　調査時刻15:00

貯水位EL257.49m      　　貯水量     9,077千m3      　　気温　12.8℃      　　天候　曇り

・微量箇所は平均算出に含めず。
・監査廊中央部の側壁からの漏水量

堤体の点検（目視）観察図と比較し、顕著なクラックの発生の有無について調査する。（ 有 ・ 無 ）
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 ＜堆砂測量＞ 

年1回、各測線の深浅測量を実施し、その測量データから堆砂量を推計している。 

堆砂状況の調査票を表 3-10に示す。 

 

表 3-10 堆砂状況表 

① ダム名 大倉ダム

② 流域面積 km
2

③ 竣工年月

④ 経過年数 年 　ヶ月

⑤ 当初総貯水容量 千m
3

⑥ 計画堆砂量 千m
3

⑦ 有効容量内堆砂量 千m
3

⑧ 死水容量内堆砂量 千m
3

⑨ 堆砂量（⑦＋⑧） 千m
3

⑩ 全堆砂率（⑨／⑤） %

⑪ 前年度全堆砂率（⑨※／⑤） %

⑫ 堆砂率（⑨／⑥） %

⑬ 前年度堆砂率（⑨※／⑥） %

⑭ 計画比流砂量 m
3
／年／km

2

⑮ 実績比流砂量（⑨／②／④） m
3
／年／km

2

⑯ 年流砂量（⑨／④） 千m
3
／年

⑰ その他の特記事項

洪水調節容量内堆砂量 千m
3

堆 砂 状 況 調 査 表
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4. ダム施設に関する三次元計測技術の手法及び有効性検証 

 

4.1. 三次元計測 

レーザスキャナは、照射されたレーザが、対象物に当たった点をポイントデータとして計測す

ることができる。照射されたレーザが反射して戻ってくる時間から距離を自動算出することがで

きるため、短時間で大量の三次元データを取得することができる。 

 

4.1.1. 計測機器 

今回の三次元計測では、以下の機器を使用した。 

・ 計測機器 ： ライカ C10、ScanStation 2（図 4-1 参照） 

・ 単発測定精度（※1～50m 範囲） 

> 座標  ± 6mm 

> 距離  ± 4mm 

> 角度（鉛直/水平） 12’’ 

・ モデリング表面精度  ：± 2mm 

・ ターゲット測定精度  ：± 2mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 計測機器（左：C10 ／ 右：ScanStation2） 
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4.1.2. 計測位置 

図 4-2 に示す 30 箇所に三次元レーザスキャナを設置し計測を行った。 

また、計測データを結合させる際の目標点となるターゲットも 30 箇所設置した。（図 4-3 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 計測位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 ターゲット 

 

●：計測位置（30 箇所） 

●：ターゲット設置位置（30 箇所） 
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4.1.3. 計測準備 

ダムの三次元計測を実施するにあたって、下記窓口に事前許可申請を行った。 

・ ダム施設：宮城県土木部大倉ダム管理事務所 

・ 電力施設：東北電力株式会社 

・ 公園施設：仙台市宮城総合支所公園課 

ダム堤体の天端に位置する県道 55 号は、ダムの堤体上では１車線である。1 車線道路の計測に

よる使用は、一般通行に大きな影響を与えることが懸念されたため、天端道路からの三次元計測

は実施しないこととした。 

 

4.1.4. 計測準備 

実際に計測を実施した期間は、2015/11/16～2015/11/18 の 3 日間である。 

1 回の撮影時間は、ライカ C10 で約 40 分、ScanStation 2 で約 80 分であった。 

この時期（11 月）の仙台の日の入り時刻は、16:20 頃であった。16:00 を過ぎると、周辺が暗く

なったが、三次元計測に周辺の明るさによる支障は少ないため、1 日目及び 2 日目は、17:00 頃ま

で三次元計測を実施した。3 日目は、午後から雨の予報となっていたため、午前中までの作業と

した。よって、三次元計測に要した期間は 2.5 日であった。 
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4.1.5. 三次元計測データ加工手順 

三次元計測データ（以下、点群データ）について以下の加工処理を施した。 

① 点群データの結合 

30 箇所で計測した点群データを統合し、1 つのデータとした. 

② クリーニング処理 

ノイズや不要物（人、車等）を手作業で除去した。 

③ 間引き処理 

膨大な点群データは、そのまま取り扱うことが困難なため、間引き処理を実施した。 

→ 今回、1mm 間隔程度になるように間引き処理を行った。 

（主に重複データを間引くことを目的に行った処理であり、精度への影響は小さい。） 

④ ジオリファレンス（座標変換） 

ダムの基準点（No.5）及び変位観測点（No.2、No.6）を目標点として座標変換を実施した。 

本処理により、測量座標に変換されるだけでなく、位置が補正されるため、データの位置

精度が高まる。 

基準点（No.5）及び変位観測点（No.2、No.6）の位置は、図 4-4 を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 基準点・変位観測点位置図 

 

4.1.6. 作業時間・費用 

大倉ダムは、マルチプルアーチダムのため、全体を計測するために 30 箇所の計測が必要となっ

た。前述したとおり、30 箇所の計測には 2 台のスキャナで 2.5 日を要した。計測後の加工処理を

含めると、1 週間程度の時間を要した。形状の複雑なマルチプルアーチダムの場合、計測費用は

100 万円～150 万円程度必要となる。 

形状がシンプルな重力式ダムであれば、約 8 箇所で計測できていたと考えられ、作業時間及び

金額ともに、半分以下になると考えられる。 

変位観測点 
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4.1.7. 計測データ 

「4.1.5 三次元計測データ加工手順」に示す加工処理を実施する前の点群データを図 4-5 ～図 

4-6 に示した（図中の赤丸印は計測位置）。また、加工処理後の点群データを図 4-7～図 4-11 に示

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-5 三次元計測データ－1 回分の計測データ(1) 

 

レーザ光線を照射し、その反射データを一定量取得できた箇所が計測結果としてデータ化され

る。対象物までの距離、対象物の形状や色などにより、取得できるか否かが左右される。 

図 4-6 は、奥側の堤体部は遠方のため堤体表面のデータが取得できていないが、継ぎ目部の白

い部分（クラック補修部もしくは遊離石灰）は取得できている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-6 三次元計測データ－1 回分の計測データ(2) 
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図 4-7 は、30 箇所の点群データを全て合成したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-7 三次元計測データ－全計測データ合成（全体） 

 

図 4-8 は、堤体部の点群データである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-8 三次元計測データ－全計測データ合成（堤体） 
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図 4-9 は、漏水量計測設備の点群データである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-9 三次元計測データ－全計測データ合成（漏水量計測設備） 

 

図 4-10 は、洪水吐設備の点群データである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-10 三次元計測データ－全計測データ合成（洪水吐設備） 
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図 4-11 は、排水設備の点群データである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-11 三次元計測データ－全計測データ合成（排水設備） 
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4.1.8. 計測データの精度 

計測時の点群データの座標は、ある点を基準（0,0,0）にした相対座標となっている。 

今回、30 箇所の点群データを合成しているが、合成後においても相対座標であることは変わら

ない。 

その後、ダムの基準点（No.5）及び変位観測点（No.2、No.6）を目標点として座標変換を実施

しており、この処理によって測量座標に変換されるだけでなく、位置の補正処理が行われる。単

に位置をオフセットさせるだけではなく、データ全体の形状を調整しながら、目標点（３点）の

座標値が測量値と合うように補正される。 

そのため、目標点（３点）付近は位置精度が高く、逆に目標点から離れた位置では、誤差が生

じると考えられる。（目標点の位置は、図 4-12 を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-12 座標変換目標点位置図 

 

上記事項を踏まえ、今回はダム堤体から少し離れた位置にあるポンプ場を対象として精度検証

を行った。 

 

まず初めに、点群データを背景として、ダム下流に位置するポンプ場の壁面をトレースし、そ

の壁面サイズを計測した。（図 4-13 参照） 

計測値は「3.934m」であった。 

 

基準点 No.5 

変位観測点 No.2 変位観測点 No.6 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-13 ポンプ場（計測データ） 

 

次に、現地において、ポンプ場の壁面サイズをメジャーを用いて測定した。（図 4-14 参照） 

測定値は「3.930m」であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-14 ポンプ場（現地測量） 

 

点群データより得られたサイズは「3.934m」、現地測量により得られたサイズは「3.930m」と

その差は「0.004m（4mm）」であった。 

 

ポンプ場 
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 また参考に、ダム堤体を対象として計画図面とのサイズ比較を行った。 

右岸側堤体に関する計画図面を図 4-15 に、左岸側堤体に関する計画図面を図 4-16 に示す。 

（図 4-15 及び図 4-16 では、実際に比較を行ったブロックのサイズ部分を赤枠で囲んだ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-15 計画図（右岸側‐堤体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-16 計画図（左岸側‐堤体） 
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 計画図面に記載されているブロック幅と点群データより取得したブロック幅の比較結果を表 

4-1 に示した。 

 その差は「0.2cm」～「37.4cm」とまちまちの結果となっている。 

 右岸と左岸のトータルサイズ（合算値）を比較しても、その差は「47.0cm」となっている。 

これらの差は、三次元計測の精度による差ではなく「計画（竣工前）」と「現状（竣工後）」の

差であると考える。 

表 4-1 堆砂状況表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.9. 有効性 

三次元計測は、離れた場所の対象物に触ることなくその形状を三次元データ化でき、図面など

の情報が一切なくても三次元データ化することができる。 

精度については、「4.1.8 計測データの精度」で確認したポンプ場の計測誤差（4mm）から、図

面を「cm」で管理している土木分野において、十分適用できると考える。また参考で行った堤体

ブロックサイズの比較結果から、三次元計測は今ある姿を形にすることができる非常に有効な技

術であると考える。 

今回、全貌を計測するのに 30 箇所からの計測が必要となったが、シンプルな重力式ダムであれ

ば約 8 箇所で全体を計測できると考えられ、精度だけでなく、実用性（費用）という面からみて

も有効活用できると考えられる。 

 

4.1.10. 留意点 

上記のとおり有効性があると考えられる反面、以下留意点について注意が必要である。 

・ ダムを見通せる計測場所の有無が、データ精度に大きく影響を与える 

・ 測定機器が 10kg を超える重量であるため、斜面等を運ぶことは困難 

・ 可視光レーザの場合、周りの状況に配慮が必要 

【右岸】
計画図面サイズ（m） 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
点群サイズ（m） 14.989 15.071 15.031 15.021 14.893 15.020 15.040 15.146

差分（cm） -1.1 7 .1 3 .1 2 .1 -10.7 2 .0 4 .0 14.6

【左岸】
計画図面サイズ（m） 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
点群サイズ（m） 15.118 15.088 14.861 15.374 14.998 14.716 15.087 15.060 14.957

差分（cm） 11.8 8 .8 -13.9 37 .4 -0 .2 -28.4 8 .7 6.0 -4.3

【右岸＋左岸】
計画図面サイズ（m） 255.000
点群サイズ（m） 255.470

差分（cm） 47.0
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5. 点群データからの三次元モデル化 

 

5.1. 三次元モデル化 

三次元モデルを作成する場合、その形式については以下の 3 種類が考えられる。 

   

・ワイヤーフレームモデル ：三次元物体を頂点と線で表現する。 

                             立体の輪郭しか表現できない。 

・サーフェスモデル       ：三次元物体を面の集合として認識する。 

                             中身がないため、体積を求めることができない。 

  ・ソリッドモデル         ：三次元物体を面ではなく固体として認識する。 

                             体積が求まり面で立体を切った場合、 

断面が平面として表現できる。 

 

「地形データ」は通常、「サーフェスモデル」として作成される。 

また、ダムのような「土木構造物」は一般的には「ソリッドモデル」として作成される。しか

しながら、「ソリッドモデル」では作成困難な複雑な形状の場合、「サーフェスモデル」で作成さ

れることもある。 

今回実施した三次元モデル化の手順を以下に示す。 

 

5.1.1. 点群データからのモデル化 

【地形の三次元モデル】 

以下手順により点群データから地形モデルを作成した。 

① 地形以外のデータを手作業で削除 

② 草木等の不要データを手作業で削除 

③ TIN サーフェスを作成（三次元 CAD ソフトの標準機能を使用） 

④ TIN サーフェスからコンターを作成（三次元 CAD ソフトの標準機能を使用） 

作成した地形モデルを図 5-1 及び図 5-2 に示した。 
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図 5-1 三次元モデル－地形(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 三次元モデル－地形(2) 
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【ダム堤体部の三次元モデル】 

以下の手順により点群データからダム堤体部の三次元モデルを作成した。 

① 点群データを背景として堤体部をトレース 

※ ダムのような土木構造物を取り扱う場合、モデル形式は通常ソリッドモデルとして作成

する方が望ましいと考えられるが、今回対象としたアーチダムでは堤体部は複雑な曲面

形状をしているため、ソリッドモデルでの作成は困難であることからサーフェスモデル

で三次元モデルを作成することとした。 

 

ダブルアーチ式コンクリートダムの堤体部は円弧形状でありながら、更に下流側は下方に

なるほど張り出す言わばお椀型の形状をしており、モデル化にはかなりの時間を要した。 

作成した地形モデルを図 5-3～図 5-5 に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 三次元モデル－堤体(1) 
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図 5-4 三次元モデル－堤体(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5 三次元モデル－堤体(3) 
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【機械設備 及び 計測機器の三次元モデル】 

以下の手順により点群データから機械設備及び計測機器の三次元モデルを作成した。 

① 点群データを背景として形状をトレース 

※ 機械設備及び計測機器は、ソリッドモデルで作成した。管および鋼材等は該当する規格

のパーツを利用することにより、作業の効率化を図った。 

作成した地形モデルを図 5-6 及び図 5-7 に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6 三次元モデル－排水設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-7 三次元モデル－漏水量計測機器 
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6. 維持管理における三次元モデルの最適詳細度の検証 

 

6.1. 三次元モデルの詳細度について 

米国建築家協会（AIA）では３次元モデルが持つ形状や属性情報の詳細度を明確にするために

LOD（Level of Development）という分類定義を行っている。 

国内の土木分野においても、AIA の事例を参考に詳細度の定義が検討されている。 

本研究では、CIM 技術検討会の報告書「CIM 技術検討会 平成 27 年度 報告」に記載されてい

る「CIM に対する各工種の統一的な詳細度の定義（案）」（表 6-1 参照）を参考として、「地形」、

「ダム堤体」、「機械設備」、及び「計測機器」について詳細度の分類を定義し、最適な詳細度につ

いて検討を行った。 

 

表 6-1 CIM に対する各工種の統一的な詳細度の定義 

詳細度 共通定義 

100 対象を記号や線、単純な形状でその位置を示したモデル。 

200 対象の構造形式が分かる程度のモデル。 

標準横断で切土・盛土を表現、又は構造物一般図に示される標準横断図を対象範囲

でスイープ（押し出し）させて作成する程度の表現。 

300 附帯工等の細部構造、接続部構造を除き、対象の外部形状を正確に表現したモデル。 

400 詳細度 300 に加えて、附帯工、接続構造（ボルトは除く）などの細部構造及び配筋

も含めて、正確に表現したモデル。 

500 対象の現実の形状を正確に表現したモデル。 

 

 モデルの詳細度を検討する際には、形状だけではなく属性を考慮する必要があるが、「3 ダム施

設に係る維持管理項目の整理」で整理したとおり、ダム施設に紐づける点検帳票は「状態の良し

悪し」を記すものであり、この情報を連携する目的でモデルを詳細にする必要性はないと考える。 

以降の詳細度の検討においては、上記考えを持って評価を行っている。 
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6.2. 地形の詳細度 

点群データから「地形」を作成する場合、通常、ソフトが保有している標準機能を使用して TIN

サーフェスを作成する。このとき、使用するポイントに対して間引き処理を行った状態で TIN サ

ーフェスが作成されるが、地形についてはこの間引き処理の度合いが詳細度に該当すると考える。 

そのため、間引き度合いにより、詳細度の分類を定義した。（表 6-2 及び 表 6-3 参照） 

 

表 6-2 地形に関する詳細度の定義 

詳細度 定義 

100 相当 1 枚の面（サーフェス）で表現。 

200 相当 10m～5m TIN サーフェスを構成するポイント間隔が 10m～5m 程度。 

5m～1m                 〃                    5m～1m 程度。 

1m 未満                  〃                    1m 未満。 

※ 地形については正確な外形表現は困難なため、LOD200 相当を上限とした。 

 

表 6-3 地形に関する詳細度のモデルイメージ 

LOD 100 相当 LOD 200 相当（10m～5m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOD 200 相当（5m～1m） LOD 200 相当（1m 未満） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

ダム堤体付近においては、位置関係を正しく把握するために詳細な地形が必要となる。 

しかしながら、堤体からはなれた場所や、起伏の少ない場所では少々粗くなっても問題ないと

考える。地形データは詳細にすればするほどデータ容量が大きくなるため、場所や範囲等勘案し

ながら詳細度を調整する必要があると考える。 

今回は、ダム堤体付近という条件のもと最適詳細度について検討し、結果を表 6-4 に整理した。 

 

表 6-4 地形に関する最適詳細度の評価 

詳細度 評価 

100 相当 × 地形の形状が把握できないので不適。 

200 相当 10m～5m × ダム堤体や設備等との接合部で不整合が多々発生す

る。 

5m～1m △ 凹凸がある位置では、ダム堤体や設備等との接合部で

不整合が生じる。 

1m 未満  〇 ダム堤体や設備等との接合部で不整合はほとんどな

く、それぞれの位置関係が正しく表現できる。 
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6.3. ダム堤体の詳細度 

「ダム堤体」について詳細度の分類を定義した。（表 6-5 及び 表 6-6 参照） 

点群からのモデル化に際しては、LOD500 レベルの詳細度は作成困難なため、LOD400 を上限

として検討を行った。 

 

表 6-5 ダム堤体に関する詳細度の定義 

詳細度 定義 

100 矩形のみで表現。 

200 形が分かる概略形状で表現。 

300 外形を正確に表現 

400 詳細度 300 に加え、付属物（配管、手すり等）もモデル化。 

堤体をブロック単位で細分化。 

500  

 

表 6-6 ダム堤体に関する詳細度のモデルイメージ 

LOD 100 LOD 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOD 300 LOD 400 
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ダム堤体に紐付ける（リンク付ける）情報は表 6-7 及び表 6-8 に示す点検結果である。 

点検帳票は状態の良し悪しを記すものであるため、点検帳票との紐づけの観点からは、形状を

正確に表現する必要はないと考えられる。 

しかしながら、クラック等の状態が悪い場合は堤体上に位置を記す必要があると考えられ、ま

た堤体は巨大な構造物であることから周辺設備との位置関係を示す基盤データにもなるため、形

状は正確に表現されることが望まれる。 

上記見解をもとに最適詳細度について検討し、結果を表 6-9 に整理した。 

 

表 6-7 ダム堤体に係る日点検項目 

点検箇所 点検項目 点検内容 月 火 水 木 金 備考

堤頂部 目視による点検

監査廊 目視による点検

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 故障表示確認

②防災FAX エラー表示 消灯しているか

③大型ディスプレイ 表示確認 データ表示されているか

④放流判断支援装置 表示確認 故障表示確認

⑤放流操作装置 表示確認 故障表示確認

⑥表示制御装置 表示確認 故障表示確認

⑦CCTV操作装置 表示確認 左右・ｽﾞｰﾑﾜｲﾊﾟ

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 故障点灯ないか

点検起動 故障有無確認

ランプ点灯箇所 閃光灯消灯しているか

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

⑪ 操作装置 動作確 左右 ﾞ ﾟ

非常対応、緊急対応
即時対応、注意対応の
表示が無いか

ダム本体

①ゲート動作中・
　　　　　　警報盤

⑧遠方手動操作装置

⑨放流警報操作卓

⑩放流表示板制御装置

 

 

表 6-8 ダム堤体に係る週点検項目 

点検箇所 点検項目 点検内容 良・否 備考

堤体天端 クラック、剥離、腐食確認

上下流面 クラック、剥離

地滑り・斜面崩壊

周回道路

不法投棄

ダム湖漂流物

河川流入部 堆砂状況

情報通信ｼｽﾃﾑの
　　　　　　　  異常

挙動不審者の有無

貯水池内の状況 浮遊物、水質変化等

施設施錠の有無 管理庁舎、自家発室他
その他の施設の施錠

不審物の有無 放流設備他　　　周辺

ダム本体

ダム湖周辺

危機管理に関する
　　　　　施設点検
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表 6-9 ダム堤体に関する最適詳細度の評価 

詳細度 評価 

100 × ダム堤体の形状が把握できないので不適。 

200 △ 概略形状では、周りの設備等との位置関係が正しく把握できない場合が考

えられる。また、クラック等の位置管理が行えない。 

300 ○ 形状が正確に表現されるため、周りの設備等との位置関係が正しく把握で

き、またクラック等の位置管理も行える。 

400 △ 付属物（配管、手すり等）が付加されると、ダム全体を把握できるように

なるが、ダム堤体の維持管理を目的とした場合は過剰な詳細度であると考

える。 

 

また、モデルについては、クラック等の位置を示す場合におよそどのあたりかが分かるような

区分が必要であると考える。ダムを施工する際、クラックが入らないように適当な大きさ分けて

打設されるが（この単位をブロックと記す）、このブロック単位（図 6-1 参照）にモデルを細分

化しておくと、維持管理という観点からより効果的に利用できると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 ブロック単位のダム堤体 
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6.4. 機械設備の詳細度 

「機械設備」について詳細度の分類を定義し、最適な詳細度について検討を行った。 

 

6.4.1. 取水設備 

「取水設備」について詳細度の分類を定義した。（表 6-10 及び 表 6-11 参照） 

点群からのモデル化に際しては、LOD500 レベルの詳細度は作成困難なため、LOD400 を上限

として検討を行った。 

 

表 6-10 取水設備に関する詳細度の定義 

詳細度 定義 

100 矩形のみで表現。 

200 形が分かる概略形状で表現。 

300 外形を正確に表現（手すり、扉等を除く） 

400 詳細度 300 に加え、付属物（手すり、扉等）もモデル化。 

500  

 

表 6-11 取水設備に関する詳細度のモデルイメージ 

LOD 100 LOD 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOD 300 LOD 400 
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取水設備に紐付ける（リンク付ける）情報は表 6-12 に示す点検結果である。 

点検帳票は状態の良し悪しを記すものであるため、点検帳票との紐づけの観点からは、形状を

正確に表現する必要はないと考えられる。 

上記見解をもとに最適詳細度について検討し、結果を表 6-13 に整理した。 

 

表 6-12 点検項目‐取水設備 

点検箇所 点検項目 点検内容 良・否 備考

外観・塗装 損傷・劣化

減速装置 油量（油面計）

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

電圧値 200～220V 許容電圧内か

第１幹線電圧 200～220V 許容電圧内か

第２幹線電圧 200～220V 許容電圧内か

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

電圧値 200～220V 許容電圧内か　　　　　V

故障表示 点灯ないか

①非常用ゲート
　　　　　　　巻上機

②機側操作盤
   ※常時電源断となって

      いるため点検は、盤内

      の電源を入れて行う。

③配電系盤

④右岸取水設備
                       操作盤

 

 

表 6-13 取水設備に関する最適詳細度の評価 

詳細度 評価 

100 × 矩形だけでは何の設備か把握できない。 

200 ○ 紐づける点検結果の内容から、概略図形で良いと考える。 

300 △ 維持管理を目的とした場合は少し過剰な詳細度であると考える。 

400 × 維持管理を目的とした場合は過剰な詳細度であると考える。 
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6.4.2. 放流設備 

「放流設備について詳細度の分類を定義した。（表 6-14 及び 表 6-15 参照） 

点群からのモデル化に際しては、LOD500 レベルの詳細度は作成困難なため、LOD400 を上限

として検討を行った。 

 

表 6-14 放流設備に関する詳細度の定義 

詳細度 定義 

100 矩形のみで表現。 

200 形が分かる概略形状で表現。 

300 外形を正確に表現（手すり、バルブ等を除く）。 

400 詳細度 300 に加え、付属物（手すり、バルブ等）もモデル化。 

500  

 

表 6-15 放流設備に関する詳細度のモデルイメージ 

LOD 100 LOD 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOD 300 LOD 400 
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放流設備に紐付ける（リンク付ける）情報は表 6-16 に示す点検結果である。 

点検帳票は状態の良し悪しを記すものであるため、点検帳票との紐づけの観点からは、形状を

正確に表現する必要はないと考えられる。 

上記見解をもとに最適詳細度について検討し、結果を表 6-17 に整理した。 

 

表 6-16 点検項目‐放流設備 

点検箇所 点検項目 点検内容 良・否 備考

外観・塗装 損傷・劣化

水密部 漏水

電動・手動切替 電動選択しているか

外観・塗装 損傷・劣化

水密部 漏水

外観・塗装 損傷・劣化

電源電圧値 200～220V 許容電圧内か　　　　　V

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

スイッチ位置 選択確認

UPS ｱﾗｰﾑないか

ファンサーモ 動作確認 ※通年（確認後設定      ℃）

故障表示 点灯ないか

外観・塗装 損傷・劣化

水密部 漏水

外観・塗装 損傷・劣化

電源電圧値 200～220V 許容電圧内か　　　　　V

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

スイッチ位置 選択確認

UPS ｱﾗｰﾑないか

ファンサーモ 動作確認 ※通年（確認後設定      ℃）

故障表示 点灯ないか

①非常用放流バルブ
    ジェットフロー

    ゲート（φ　　　  ）

②放流管

③非常用バルブ
   　　　　　　機側操作盤

右岸農業用水バルブ
（φ　 　  ）および放流管

右岸農業用水バルブ
   　　　　　　機側操作盤

 
 

表 6-17 放流設備に関する最適詳細度の評価 

詳細度 評価 

100 × 矩形だけでは何の設備か把握できない。 

200 ○ 紐づける点検結果の内容から、概略図形で良いと考える。 

300 △ 維持管理を目的とした場合は少し過剰な詳細度であると考える。 

400 × 維持管理を目的とした場合は過剰な詳細度であると考える。 
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6.4.3. ゲート設備 

「ゲート設備」について詳細度の分類を定義した。（表 6-18 及び 表 6-19 参照） 

点群からのモデル化に際しては、LOD500 レベルの詳細度は作成困難なため、LOD400 を上限

として検討を行った。 

 

表 6-18 ゲート設備に関する詳細度の定義 

詳細度 定義 

100 矩形のみで表現。 

200 形が分かる概略形状で表現。 

300 外形を正確に表現（トラス構造の表現等を除く） 

400 詳細度 300 に加え、トラス構造等も表現。 

500  

 

表 6-19 ゲート設備に関する詳細度のモデルイメージ 

LOD 100 LOD 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOD 300 LOD 400 
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ゲート設備に紐付ける（リンク付ける）情報は表 6-20 に示す点検結果である。 

点検帳票は状態の良し悪しを記すものであるため、点検帳票との紐づけの観点からは、形状を

正確に表現する必要はないと考えられる。 

上記見解をもとに最適詳細度について検討し、結果を表 6-21 に整理した。 

 

表 6-20 点検項目‐ゲート設備 

 点検箇所 点検項目 点検内容 良・否 備考

巻上機外観 損傷・劣化

電圧値 200～220V 許容電圧内か　　　　　V

操作盤 詳細は右下へ

動作テスト 振動・異常音

開方向電流値 　　　　　A以下か 　　　　　A

ワイヤーロープ 素線切れ・給油状態

ギア・シーブ（滑車） 動作時回転状況

減速装置 油量（油面計）

巻上機外観 損傷・劣化

電圧値 200～220V 許容電圧内か　　　　　V

操作盤 詳細は右下へ

動作テスト 振動・異常音

開方向電流値 　　　　　A以下か 　　　　　A

ワイヤーロープ 素線切れ・給油状態

ギア・シーブ（滑車） 動作時回転状況

減速装置 油量（油面計）

巻上機外観 損傷・劣化

電圧値 200～220V 許容電圧内か　　　　　V

操作盤 詳細は右下へ

動作テスト 振動・異常音

開方向電流値 　　　　　A以下か 　　　　　A

ワイヤーロープ 素線切れ・給油状態

ギア・シーブ（滑車） 動作時回転状況

減速装置 油量（油面計）

巻上機外観 損傷・劣化

電圧値 200～220V 許容電圧内か　　　　　V

操作盤 詳細は右下へ

動作テスト 振動・異常音

開方向電流値 　　　　　A以下か 　　　　　A

ワイヤーロープ 素線切れ・給油状態

ギア・シーブ（滑車） 動作時回転状況

減速装置 油量（油面計）

No.4    クレストゲート 扉体・戸溝 損傷・障害物・漏水 漏水量は、にじみ程度は可とする

No.3    クレストゲート 　　　〃 　　　　　〃

No.2    クレストゲート 　　　〃 　　　　　〃

No.1    クレストゲート 　　　〃 　　　　　〃

動作テスト 異常動作ないか No.1           No.2           No.3           No.4       

No.1    クレストゲート

遠方操作卓

No.4    クレストゲート

No.3    クレストゲート

No.2    クレストゲート

 

 

表 6-21 ゲート設備に関する最適詳細度の評価 

詳細度 評価 

100 × 矩形だけでは何の設備か把握できない。 

200 ○ 紐づける点検結果の内容から、概略図形で良いと考える。 

300 △ 維持管理を目的とした場合は少し過剰な詳細度であると考える。 

400 × 維持管理を目的とした場合は過剰な詳細度であると考える。 
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6.4.4. 係船設備 

「係船設備」について詳細度の分類を定義した。（表 6-22 及び 表 6-23 参照） 

建屋内に位置する係船設備については、LOD200 を上限として検討を行った。 

 

表 6-22 係船設備に関する詳細度の定義 

詳細度 定義 

100 矩形のみで表現。 

200 形が分かる概略形状で表現。 

300  

400  

500  

 

表 6-23 係船設備に関する詳細度のモデルイメージ 

LOD 100 LOD 200 
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係船設備に紐付ける（リンク付ける）情報は表 6-24 に示す点検結果である。 

点検帳票は状態の良し悪しを記すものであるため、点検帳票との紐づけの観点からは、形状を

正確に表現する必要はないと考えられる。 

上記見解をもとに最適詳細度について検討し、結果を表 6-25 に整理した。 

 

表 6-24 点検項目‐係船設備 

 点検箇所 点検項目 点検内容 良・否 備考

主電源電圧 200～220V 許容電圧内か

ランプ点灯箇所 点灯箇所確認

動作テスト 振動・異常音

ワイヤーロープ 素線切れ・給油状態

減速装置 油量（油面計）

変形・浮き 損傷・劣化

船体 外傷・破損

エンジン動作確認 始動性・油漏れ・異音

備品確認 救命環.発煙筒

外観 水没・障害物・破損箇所網場（流木止め）

①係船装置
　　　　　　　電気操作盤

②昇降装置

船台およびレール

③巡視船

 

 

表 6-25 係船設備に関する最適詳細度の評価 

詳細度 評価 

100 △ 建物の形状を表現することになるため、矩形でも可と考える。 

200 ○ 建物であると判別できる概略図形で十分と考える。 
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6.4.5. 給水ポンプ設備 

「給水ポンプ設備」について詳細度の分類を定義した。（表 6-26 及び 表 6-27 参照） 

建屋内に位置する給水ポンプ設備については、LOD200 を上限として検討を行った。 

 

表 6-26 給水ポンプ設備に関する詳細度の定義 

詳細度 定義 

100 矩形のみで表現。 

200 形が分かる概略形状で表現。 

300  

400  

500  

 

表 6-27 給水ポンプ設備に関する詳細度のモデルイメージ 

LOD 100 LOD 200 
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給水ポンプ設備に紐付ける（リンク付ける）情報は表 6-28 に示す点検結果である。 

点検帳票は状態の良し悪しを記すものであるため、点検帳票との紐づけの観点からは、形状を

正確に表現する必要はないと考えられる。 

上記見解をもとに最適詳細度について検討し、結果を表 6-29 に整理した。 

 

表 6-28 点検項目‐給水ポンプ設備 

 点検箇所 点検項目 点検内容 良・否 備考

建屋 破損ないか 雨漏りないか

タンク 破損・漏水ないか オーバーフローしてないか

配管部 破損・漏水ないか

換気扇サーモ 動作確認 ※通年（確認後設定25℃）

パネルヒータ 動作確認 ※冬期（確認後設定5℃）

ランプテスト 球切れ

ランプ点灯箇所 点灯箇所

故障表示 点灯ないか

スイッチ位置 選択確認

200V受電電圧 200～220V RS        V                ST       V                TR       V

給水ポンプ室

給水ポンプ制御盤

 

 

表 6-29 給水ポンプ設備に関する最適詳細度の評価 

詳細度 評価 

100 △ 建物の形状を表現することになるため、矩形でも可と考える。 

200 ○ 建物であると判別できる概略図形で十分と考える。 
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6.5. 計測機器の詳細度 

「計測機器（漏水量測定）」について詳細度の分類を定義した。（表 6-30 及び 表 6-31 参照） 

点群からのモデル化に際しては、LOD500 レベルの詳細度は作成困難なため、LOD400 を上限

として検討を行った。 

 

表 6-30 計測機器（漏水量測定）に関する詳細度の定義 

詳細度 定義 

100 矩形のみで表現。 

200 形が分かる概略形状で表現。 

300 外形を正確に表現（接続部を除く） 

400 詳細度 300 に加え、接続部もモデル化。 

500  

 

表 6-31 計測機器（漏水量測定）に関する詳細度のモデルイメージ 

LOD 100 LOD 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOD 300 LOD 400 
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給水ポンプ設備に紐付ける（リンク付ける）情報は表 6-32 に示す点検結果である。 

点検帳票は測定値を記すものであるため、点検帳票との紐づけの観点からは、形状を正確に表

現する必要はないと考えられる。 

上記見解をもとに最適詳細度について検討し、結果を表 6-33 に整理した。 

 

表 6-32 点検項目‐計測機器（漏水量測定） 

観　測　地　点 漏　　水　　量 水　　　温 備　　　　考

                No.         1 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.         7 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.         8 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.         9 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.       10 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.       11 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.       12 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.       13 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.       17 　　　　　　　　ml/min   ℃

                No.    　　　　　　　　ml/min   ℃

                    新設No.1 　　　　　　　　ml/min   ℃ No.3 付近

                    新設No.2 　　　　　　　　ml/min   ℃ No.11 付近

                    新設No.3 　　　　　　　　ml/min   ℃ 監査廊内

                    新設No.4 　　　　　　　　ml/min   ℃ 監査廊の左岸側

合　　計 　　　　　　　　ml/min

平　　均 　　　　　　　　ml/min   ℃

備考

平成27年10月13日（火）　　調査時刻15:00

貯水位EL257.49m      　　貯水量     9,077千m3      　　気温　12.8℃      　　天候　曇り

・微量箇所は平均算出に含めず。
・監査廊中央部の側壁からの漏水量

堤体の点検（目視）観察図と比較し、顕著なクラックの発生の有無について調査する。（ 有 ・ 無 ）

 

 

表 6-33 計測機器（漏水量測定）に関する最適詳細度の評価 

詳細度 評価 

100 ○ 計測機器は形状が小さいため、球体もしくは矩形により設置位置が表現で

きれば十分と考える。 

200 △ 形状が小さいため、形状を表現しても効果はあまりないと考える。 

300 × 維持管理を目的とした場合は過剰な詳細度であると考える。 

400 × 維持管理を目的とした場合は過剰な詳細度であると考える。 
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6.6. 最適詳細度の取り纏め 

「6.2 地形の詳細度」～「6.5 計測機器の詳細度」で検討した最適詳細度の結果一覧を表 6-34

及び表 6-35 に示した。 

地形に関して TIN サーフェスを作成する際のポイント間隔は「1m 未満」が最適であると判断

した。 

ダム堤体については、LOD300、機械設備については LOD200、計測機器については LOD100 が

最適な詳細度であると判断した。 

 

表 6-34 最適詳細度の一覧（地形） 

詳細度 地形 

100 相当 × 

200 相当 10m～5m × 

5m～1m △ 

1m 未満  ○ 

300 相当  

400 相当  

500 相当  

 

 

表 6-35 最適詳細度の一覧（地形以外） 

詳細度 ダム堤体 

機械設備 

計測機器 
取水設備 放流設備 ｹﾞｰﾄ設備 

係船設備 

（建屋） 

ﾎﾟﾝﾌﾟ設備 

（建屋） 

100 × × × × △ △ ○ 

200 △ ○ ○ ○ ○ ○ △ 

300 ○ △ △ △   × 

400 △ × × ×   × 

500        
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7. 結論と今後の課題 

 

7.1. 結論 

今回、既存ダムを対象として三次元レーザスキャナを用いた計測を行い、その計測データ（点

群データ）をもとにモデル化を行った。形状が複雑なダブルアーチ形式のダムを対象としたが、

計測～モデル化までをやり遂げることができた。ダム堤体の全貌をおさえるために 30 箇所で計測

を行ったが、形状がシンプルな重力式ダムであれば、8 地点程度で計測できていたと考えられる。

モデル化についても堤体部において「サーフェスモデル」での作成が強いられ苦慮したが、「ソリ

ッドモデル」で作成可能なダムであれば、モデル化はスムーズに行えると考えられる。 

計測精度については、「実際の構造物」と「三次元計測データから作成した三次元モデル」のサ

イズ比較を行った結果（差は 4mm）から、図面を「cm」で管理している土木分野においては、十

分適用できると考える。 

モデルの最適詳細度については、機械設備や計測機器は概略形状で十分であると判断した。地

形や堤体は正確な形状が求められるが、三次元レーザスキャナを用いた計測データはその要求を

十分に満たすことができる。 

よって、既存ダム施設の三次元モデル化に関して、三次元計測は有効な技術であると言えると

考える。 

 

7.2. 今後の課題 

今回、維持管理の基盤となるモデル作成について検討を行ったが、維持管理は永久的に継続す

ることが重要であり、モデルと維持管理データの連携部を容易に取り扱える仕組みを確立するこ

とが望まれる。 

また本研究では、三次元レーザスキャナを用いて評価を行い、「既存ダム施設の三次元モデル化

に関して、三次元計測は有効な技術である」と結論付けたが、「4.1.10 留意点」に示すような課題

も抱えている。この課題をクリアできる三次元計測技術としては「UAV（ドローン）を用いた写

真測量」が挙げられる。「UAV（ドローン）を用いた写真測量」は三次元レーザスキャナと比較す

るとデータの「精度面」で見劣りするが、有効活用できる可能性を十分に秘めているものであり、

早期の実施検証が望まれる。 
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A STUDY TO VERIFY EFFECTIVENESS OF 3D MEASUREMENT 

TECHNOLOGY FOR EXISTING DAM FACILITIES AND IDENTIFY THE 
OPTIMUM LEVEL OF DETAIL FOR CREATING 3D MODELS  

 
Yamane, T. 1  Yabuki, N.２ 

1 Applied Technology Co., Ltd. 2 Osaka University 
 
   The objective of this study is to verify the effectiveness of 3D data obtained by actual 3D measurement 
performed on existing dam facilities, and identify the optimum level of detail (LOD) for creating 3D models to 
be used for maintenance and management of those facilities. 
   In this study, 3D measurement was conducted using a 3D laser scanner on Okura Dam (a multiple arch 
dam) in Miyagi Prefecture.  Measurement precision (margin of error between measured data and actual 
measured values) was less than 1 cm, confirming that 3D measurement offers a level of precision that can be 
reliably utilized in the field of civil engineering. 
   In addition, this study organized maintenance and management items for dam facilities based on Japan’s 
technical criteria, “Technical Criteria for River Works: Maintenance and Management for Dams” (established 
in April 2014 by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) and actual inspection books 
used to manage Okura Dam, and considered the optimum LOD for creating 3D models to be used for 
maintenance and management from point group data obtained through the 3D measurement.  Optimum LOD 
was defined for each type of landform, dam body, and dam facility. 
 

KEYWORDS:  CIM, Dam, 3D laser scanner, 3D models, LOD, construction 
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ダムは、治水、利水、治山、砂防等を目的

とした施設であり、地域住民にとって生活、

防災という面から非常に重要な施設となって

いる。それゆえ、管理項目は多岐にわたって

おり、また維持することの重要性が日々高ま

っている。 
我が国の社会インフラは高度成長期にその

多くを整備しており、約20年後に建設後50年
以上を経過する施設の割合は、橋梁65％、ト

ンネル48％等であり、維持管理時代の到来は

周知の事実である。さらに、高度経済成長期、

もしくはそれ以前（1970年以前）に建設され

たダム等については、最終形の設計図面はほ

とんど残されていないと想定される。 
一方、ハード面においては近年、三次元レ

ーザスキャナ、ドローン、デプスセンサ等の

三次元計測に関する技術が急速な進歩と汎用

化を遂げ、ソフトにおいても普及が進んでい

る。これらを背景に三次元計測により生成さ

れる大容量の点群データを三次元CAD上で

簡易に取り扱うことが可能となっている。 
本研究では、既存のダム施設を対象として

実際に三次元計測を行い、そこで得られた三

次元データの有効性を検証し、更に維持管理

における三次元モデル化の最適詳細度につい

て検討を行った。 
調査ダムの選定については、日本において

最も多い型式である「重力式コンクリートダ

ム」を選定することも考えたが、計測に際し

て難易度が高い「マルチプルアーチダム」を

対象とすることとした。 
三次元計測には、計測精度の高い三次元レ

ーザスキャナ（ライカ製 C10 及び ScanStati
on 2）を使用することとした。大倉ダムの堤

体全体を計測するためには30箇所の計測が必

要であった。計測には２台のスキャナで2.5日
を要したが、形状がシンプルな重力式ダムで

あれば、約8箇所で計測できていたと考えら

れ、その場合、作業時間は半分以下になると

考えられる。 

三次元計測データ（点群データ）の精度に 

ついては、その「点群データを背景にモデル

化した施設のサイズ」と「メジャーで測定し

た施設の実測サイズ」を比較することにより

検証することとした。結果、その差は「4mm」

であり、図面を「cm」で管理している土木分

野においては、十分適用できる精度であると

考えられる。 
 また、国の技術基準「河川砂防技術基準維

持管理編（ダム編）（平成26年4月策定，国土

交通省）」と大倉ダムで実際に使用されてい

る点検帳票をもとに、ダム施設に係る維持管

理項目を整理するとともに、三次元計測によ

り得られた点群データから維持管理で使用す

る三次元モデルを作成する際の最適な詳細度

（LOD）について検討を行った。なお、LOD
の分類定義は、CIM技術検討会の報告書「CI
M技術検討会 平成27年度 報告」に記載され

ている「CIMに対する各工種の統一的な詳細

度の定義（案）」を参考にした。 
 モデルの最適詳細度については、機械設備

や計測機器は概略形状で十分であると判断し

た。地形や堤体は正確な形状が求められるが、

三次元レーザスキャナを用いた計測データは

その要求を十分に満たすことができるため、

既存ダム施設の三次元モデル化に関して、三

次元計測は有効な技術であると言えると考え

る。 
 今回、維持管理の基盤となるモデル作成に

ついて検討を行ったが、維持管理は永久的に

継続することが重要であり、モデルと維持管

理データの連携部を容易に取り扱える仕組み

を確立することが望まれる。また、今回は三

次元レーザスキャナを用いて計測を行った

が、UAV（ドローン）により撮影した写真画

像からモデル化について検討を行う必要があ

ると考える。 
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