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論 文 要 旨  

 

ダム等の大規模構造物の点検におけるコンクリート表面の調査は，従来，仮設足場やロープアクセスなどの方法

で行われているが，これらの方法は，作業者の安全性が低く，調査の効率性も劣り，調査範囲にも限界がある。 

本論文は，これらの問題点を解決するために，小型無人航空機（Unmanned Aerial Vehicle:ＵＡＶ）により撮影

した画像を解析する手法を述べ，その有効性を示したものである。 
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ま え が き 

高度経済成長期に集中的に整備されてきた我が国の社

会資本は，今後一斉に老朽化が進み，重大な事故や致命的

な損傷の発生のリスクが高まっている。さらに，近々到来

する人口減少・超高齢化社会においては，生産年齢人口の

減少による生産力の低下，社会保障費の増大による公共投

資の縮減が予想される。こうした社会情勢の中，早急に，

社会資本を効率的に維持管理していくことが求められて

いる。 

ダムは適切に維持管理することにより長期間の利用が

可能となる施設であり，日常点検，3 年程度の定期点検に

加え，30 年程度の総合点検が実施されているが，調査頻度

を高くし，ひび割れなどの損傷を早期に発見，補修してい

く必要があると考える。 

ダムのコンクリート表面調査においては，人が容易に近

づけないことから，従来，足場の設営やロープアクセスに

よる方法で実施されている。この方法は，高所作業など危

険な状態で行う場合が多く，調査面積が大きいことから長

時間の作業となっていた。それらの課題を解決するため，

クラックスケール内蔵光波測量器やデジタルカメラなど

を用いた調査 1）2）3）が行われているが，これらは地形の状

況により，点検機器の設置が不可能な箇所が発生し，点検

範囲が限られる場合があった。 

こうした課題に対して，広範囲に点検が可能，かつ従来

方法に比べ効率性が優れる点検手法として，小型無人航空

機（Unmanned Aerial Vehicle：UAV）を用いることを考え

た。UAV は，測量，点検および災害調査の分野などではす

でに適用されており，実地可能と判断した。 

本論文は，上記を考慮し，実ダムで UAV を用いたデジ

タル画像撮影によるコンクリート表面の点検結果と維持

管理面での有効性について述べたものである。 

 

１．画像撮影の概要 

（１）点検対象ダム 

点検は、表-1 に示す 3 つのダムを対象とした。 

 

表－１ 対象ダム 

ダム 型式 堤高(m) 堤頂長(m) 

A 重力式アーチ 約 70 約 210 

B アーチ 約 85 約 275 

C 重力式 約 65 約 175 

 

（２）UAV の概要 

今回の点検で使用する UAV の機体は，DJI 社製

S800EVO4），6 枚羽の回転翼機(図-1 参照)で、カメラは、機

体の規模や画像解像度を考慮し，ソニー社製 NEX75），2,400

画素(図-2 参照）を搭載した。写真の撮影位置を GNSS お

よび慣性センサにて把握する。 

なお，UAV は GNSS や慣性センサにより，その位置にと

どまる機能を有しているが，実際には風などの影響で揺動

し，撮影写真がブレる可能性があるため，カメラは UAV

本体に設置するのではなくジンバル 5）と呼ばれる揺れを抑

制する装置に設置した。 

また，この装置自体が，遠隔操作によりカメラの向きを

自由に動かすことができるという利点があるため，UAV 本

体を回転または移動をさせることなく，任意の方向にカメ

ラを向けることが可能となる(図-3 参照)。 



 

 

図－１ UAV システム 

 

 

図－２ 使用したカメラ 
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図－３ ジンバルの機能 

 

（３）写真画像の解像度 

本点検では，補修を必要としない亀裂幅の上限値である

クラック幅 0.2mm を確認することを目標とした。 

本点検に先立ち，実際に使用するカメラを用いて，解像

度の判別検証を実施した。検証方法は 0.01mm から 5.0mm

までの擬似クラックを作成し，撮影距離を 3m，5m，・・・

40m と変え，撮影した擬似クラックの画像を確認した。 

検証結果は図-4 のとおりとなり，撮影距離が 10m 以下で

あれば地上解像度が 0.2mm 以下となることが分かり，必要

解像度が確保できていると判断した。 

また，この検証で，クラックの方向によって精度が変化

することも分かった。これは画像のドットに起因するもの

だと考えられ，縦方向と横方向のクラックに対しては精度

が高いが，斜め方向のクラックに対しては精度が劣る。 

実ダムにおける点検では，コケの繁茂やコンクリートの

色などによって条件が悪くなることが考えられるため，撮

影距離は，精度を確保することを考慮し 10m ではなく 8m

程度で撮影することとした。 

 

図－４ 撮影距離と判別可能な幅 

 

２．撮影画像による変状の点検方法 

本点検は図-5 に示す手順で行う。 

 

図－５ 撮影画像による変状の点検のフロー図 

 

（１）写真撮影 

変状を解析するための画像撮影と撮影した写真に縮尺

を設定するための全体撮影の 2 種類の撮影を行う。 

 

１）変状を解析するための画像撮影 

ひび割れ等の変状を点検するための画像撮影であり，前

途したとおり，ダムの堤体や堤体周辺斜面等の被写体に対

して 8m 程度まで接近して撮影を行う(図-6 参照)。 

この時，撮影間隔は 50%以上のラップを基本とし，写真

を合成する際に，画像の欠落がないように留意した(図-7

参照)。 

0.001

0.01

0.1

1

10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

最小判別幅(mm)

撮影距離(m)

10m 

0.02mm

写真撮影 

画像の合成 

点検 

図化 

〇変状を解析するための画像撮影 
〇写真に縮尺を設定するための全体撮影 

〇写真の合成 
〇写真の補正 

〇展開画像による変状の点検 
 

〇展開図、クラックマップの作成 



 
図－６ 撮影状況 

 

 

図－７ 合成した撮影写真の例 

 

２）撮影した写真に縮尺を設定するための全体撮影 

変状の規模等を計測するために，写真に縮尺を設定する

必要があり，撮影距離 50m 程度でダム全体を撮影する。 

撮影した写真から画像合成ソフトにより3次元モデルを

作成する(図-9 参照)。変状を計測するために，撮影範囲内

に調整点を設置し(図-8 参照)，調整点の座標を観測するこ

とで，3 次元モデルに縮尺を設定した。 

 

図－８ 調整点の配置例 

 
図－９ ３次元モデルの例 

 

（２）画像の合成 

撮影した写真画像のブレおよび明るさ等から写真を取

捨選択し，画像合成ソフトで画像を合成し，展開画像を作

成する(図-10 参照)。 

合成した展開画像は，樽状に生じる収差を補正および斜

方向から撮影した画像にあおり補正をかけて正対画像に

補正する(図-11 参照)。 

 

 

図－１０ 写真の合成 

 

 

図－１１ 写真の補正の例 

 

（３）変状の点検 

展開画像から，ひび割れや遊離石灰等，画像で確認でき

る変状を机上で点検する(図-12 参照)。 

 

  調整点 

実際の調整点

上下、左右ともに写真のラ
ップ率は 50%以上を確保 

合成 

Ｈ 

Ｈ/2
以上

Ｈ 

補正 

（補正前） （補正後）

被写体に対して斜方向の
画像を正対画像に補正 

撮影方向 
撮影方向 

合成 

取捨選択した撮影写真 

画像合成ソフトで1枚に合
成した展開画像 

UAV 
撮影距離 

8m 程度 

被写体 



 
図－１２ 変状の抽出の例 

 

（４）点検結果の図化 

点検で抽出した変状は，ダム専用 CAD により図化し，

展開図，クラックマップなど，今後の維持管理において活

用する資料として取りまとめる。 

展開画像は縮尺および座標を保持しているため，一般的

な 3 次元機能を持った CAD でトレースすれば展開図を作

成することができる。今回使用したダム専用 CAD は，当

社が開発した画像情報整理支援ソフトであり，ダム専用

CAD による図化は次のとおりである。 

 

１）展開画像と展開図の位置の調整 

ダム専用 CAD では，写真画像と図面の 2 面のビューア

が表示される。写真画像ビューア面に表示されるのは展開

画像で，図面ビューア面に表示されるのはダムの展開図で

ある。 

展開画像で擁壁の角や打ち継ぎ目などの点を指定する。

指定した点と同じ位置を展開図にも指定し，展開画像と展

開図の整合性がとれた状態にする(図-13 参照)。 

 

図－１３ 展開画像と展開図の位置の調整 

 

２）変状計測機能の調整 

変状の規模等を計測するために，ダム専用 CAD のデー

タに縮尺を持たせる。 

方法は，3 次元モデルデータから任意の 2 点間距離を測

り，取得した 2 点間距離をダム専用 CAD の展開画像に入

力することで縮尺を持たせる(図-14 参照)。 

 

図－１４ 変状計測機能の調整 

 

３）点検結果の図化 

縮尺をもった展開画像から変状を点検し，確認した変状

を展開画像上でトレースすると，図面上でも同様に変状が

図化される(図-15 参照)。図化したデータは展開図およびク

ラックマップとし取りまとめる(図-17 参照)。 

なお，クラック幅を計測する際は，クラック幅測定機能

として，展開画像上にクラックスケールを表示させること

が出来るため，表示されたクラックスケールを参考にクラ

ック幅を測定する(図-16 参照)。 

 
図－１５ 作図イメージ 

 

図－１６ クラック幅測定機能 
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図－１７ 展開図およびクラックマップ図 

 

３．UAV を用いた点検手法の有効性の確認 

（１）精度検証結果を踏まえた有効性 

UAV を用いたデジタル画像撮影によるコンクリート表

面の点検における精度検証として，撮影画像による点検と

近接目視点検との比較による精度検証を行った結果は以

下のとおりであり，本点検手法の有効性が示された。 

 

１）撮影画像による精度の検証 

UAV で撮影した画像で作成した展開画像による変状の

点検において，目標としたクラック幅 0.2mm のひび割れを

抽出することは十分可能であった。 

 

２）近接目視点検との比較による精度検証 

近接目視による点検が容易な箇所において，計測差と展

開図およびクラックマップで整理したレイヤ区分(0.2～

0.5mm 未満，0.5～1.0mm 未満，1.0mm～2.0mm 未満，2.0mm

以上の 4 区分)による適合性について比較検証を行った。 

検証結果は表-2 のとおりであり，UAV を用いた計測値と

近接目視による計測値が一致した箇所は，15 箇所中 8 箇所

であった。計測誤差のあった 7 箇所の内，誤差が 0.1m の

箇所が 6 箇所で，クラック幅の最大誤差は 0.3mm，33.3%

であった。レイヤ区分による適合性については，15 箇所中

14 箇所で適合した。 

7 箇所で計測誤差はあったが，ほとんどが 0.1mm である

こと，また，ひび割れに対する補修工法の選定は，ひび割

れ幅を区分して行うため，レイヤ区分による適合性が高い

ことから、本点検による精度は，概ね確保できていると言

える。 

表－２ 比較検証結果表 

(mm) (%) 現場計測 ダム専用CAD

1 0.2 0.2 0.0 0.0 1 1 適合

2 0.3 0.3 0.0 0.0 1 1 適合

3 0.3 0.4 0.1 25.0 1 1 適合

4 0.3 0.4 0.1 25.0 1 1 適合

5 0.3 0.2 -0.1 -33.3 1 1 適合

6 0.6 0.6 0.0 0.0 2 2 適合

7 0.6 0.6 0.0 0.0 2 2 適合

8 0.6 0.5 -0.1 -16.7 2 2 適合

9 0.8 0.7 -0.1 -12.5 2 2 適合

10 0.8 0.8 0.0 0.0 2 2 適合

11 1.0 1.0 0.0 0.0 3 3 適合

12 1.2 0.9 -0.3 -25.0 3 2 不適合

13 1.5 1.5 0.0 0.0 3 3 適合

14 1.5 1.5 0.0 0.0 3 3 適合

15 1.6 1.5 -0.1 -6.3 3 3 適合
※レイヤ番号

  1：クラック幅0.2mm～0.5mm未満 2：クラック幅0.5mm～1.0mm未満

  3：クラック幅1.0mm～1.5mm未満 4：クラック幅2.0mm以上

計測値(mm)

近接目視
点検

UAV点検
No.

レイヤ区分による適合性
計測差

レイヤ番号※
適合度

 

 

（２）実ダムでの点検を踏まえた有効性の評価 

今回，実ダムで UAV を用いた点検を行った結果を踏ま

え，UAV を用いた点検は，堤体周辺斜面など，管理施設や

樹木等により，固定式のデジタルカメラ撮影等では被写体

を確認でき，撮影が不可能な場所への適用は，大変，有効

的であると言える。 

一方，UAV を用いた点検においては，撮影時間が 7～8

分程度/回であり，被写体までの距離が遠い場所での撮影で

は，1 回での撮影範囲は限られる。また，煩雑な操作を必

要とする場所については，墜落等のリスクも増す。こうい

った場所での UAV の適用は，出来るだけ避け，固定式の

デジタルカメラ撮影等で点検することが有効的であると

考える。 



あ と が き 

今回実施した，UAV を用いたデジタル画像撮影によるコ

ンクリート表面の点検方法は，近接目視点検と同程度の精

度を確認できた。ダム周辺地から対象となる被写体の確認

が困難な場所への適用おいては，大変，有効な点検方法で

あり，地形の状況により点検範囲が限られるといった課題

を解決できる点検手法であることが分かった。 

UAV を点検に用いることは，ダムの全体の撮影が簡易

にでき，ダムを俯瞰的に確認し，施設全体の変状の分布等

を把握することができ，今後の維持管理を行うための重要

な資料となる。こういった点からも，UAV を用いた点検

手法は有効的であると考える。 

UAV による点検だけでは，非効率となる場合もあるため，

従来点検手法や固定式のデジタルカメラ撮影等による点

検手法を適切に組合せることで，現在求められている効率

的な維持管理を行うことができると考える。 

最後に，本稿の作成にあたり，ご協力頂いた関係者各位

に深く感謝する。 
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