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腐食鋼製集水井の簡易内部診断手法
─全方位カメラを用いた集水井の内部撮影手法─

研究レポート

1．集水井診断の問題と課題
農地関係の地すべり防止区域は

全国で 1,975 箇所が指定されてお
り、その多くに集水井が設置され
ている。全国には 11,000 基以上の
集水井があると推定されている

（2012 年時点、主要メーカー 3 社
の合計、農林関係以外のものも含
む）。集水井の中には設置から 50
年以上経過したものもあり、老朽
化による腐食や損傷等が進行して
いるものも多く、施設の安全性及
び機能低下の評価と老朽化度に応
じた対策が喫緊の課題である。

農林水産省農村振興局では、地
すべり防止施設の各工種に対する
機能診断を中心とした維持管理に
関する基本事項をまとめた「地す
べり防止施設の機能保全の手引き
－統合版－、平成 29 年 3 月」（以下、

「手引き」という）を作成しホー
ムページで公表している。「手引
き」の中では、集水井の機能診断
調査を（1）基本情報調査、（2）日
常管理、（3）概査、（4）詳細調査
の 4 段階に分類している。

基本情報調査は台帳整備と既往
資料収集整理である。詳細な情報
を得るためには集水井への入坑が

必要であり、調査点検には専門性
が必要とされる。

日常管理は外観目視点検が基本
となる。施設管理者である都道府
県の職員あるいは施設管理者から
委託された地すべり巡視員等が実
施者となり、集水井の異常及び危
険状態の把握を主目的とする。

概査及び詳細調査は、日常点検
で調査が必要と判断された施設を
対象に施設の機能低下程度を調査
し健全度評価を行う。近接目視が
基本であり、集水井への入坑と地
すべり防止施設に精通した専門技
術者が必要とされる。

このように、集水井の健全性評
価を行うためには、「概査・詳細
調査」レベル以上の調査を行わな
ければならないが、そのためには
集水井への入坑と専門技術者が必
須となり、多くのコストと手間が
かかる。コストと労力の面から施
設管理者が「概査・詳細調査」を
実施することが難しく、集水井の
健全度評価が進まないことが集水
井の機能診断の問題と考える。

これらの問題を解決するために、
筆者らは、集水井に入坑すること
なく目視点検と全方位カメラや水

位計などの機器を用いて半定量的
かつ簡易に集水井を点検する手法
を検証したので、ここに報告する。

なお、本報告は農林水産省農村
振興局所管の官民連携新技術研究
開発事業の中で農研機構と共和コ
ンクリート工業（株）、芦森工業

（株）、芦森エンジニアリング（株）
の民間 3 社が実施した「腐食鋼製
集水井の内巻補強工法の開発（平
成 27 ～ 29 年度）」の成果の一部
である。

2．集水井の簡易診断手法
のコンセプト

集水井の簡易診断手法のコンセ
プト（図-1）を以下に示す。
①簡易機能診断は、「手引き」の「概

査」と「詳細調査」の中間の調
査精度を目指す。

②集水井には入坑せずに簡易な機
器を用いて半定量的な診断を行
う。

③調査データは、画像、動画、目
視情報とする。

④ 1 カ所当たりの集水井の調査時
間は 3 人体制で 30 分未満を目
標とする。

⑤現場では簡単な目視情報を調査
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研究開発の中では、項目を提示す
るまでには至らなかった。そこで、
集水井の諸元及び集水・排水機能
に関係する最も基本的な項目につ
いて定量的な点検項目とした。定
量的な点検項目を図-2に、計測の
目的と計測方法を表-1に示す。

票に記入し、調査後に画像及び
動画データを閲覧しながら、そ
れらの情報を元に「施設情報個
表」と「施設状態調査票」を作
成する。これは、現場での作業
時間を短縮するためである。

⑥施設情報個表とは、集水井の直
径や集水ボーリングの数などの
基本諸元をまとめた台帳であ
り、諸元の変更がなければ 1 回
作成すればよい。

⑦施設状態調査票とは、集水井の
健全度の推移を記録するもので
あり、開水路等で使用する状態
評価票と同類の調査票である。

⑧画像や動画は 1 次データとして
DB に保存する。これらは、将
来的には AI 等を用いた集水井
の健全度自動判定などの学習
データとして活用していくこと
を期待する。

　以上がコンセプトであるが、現
状では、「施設情報個表」の案ま
で作成しているが、「施設状態評
価票」については未作成である。

3．点検項目
集水井に要求される機能は以下

の項目が想定される。
①管理機能（第三者安全性）：安

全施設が正常に機能する
②集水機能：地下水を集水し、す

べり面の間隙水圧を確実に低下
させる

③排水機能：集水した地下水を確
実に排除する

④構造・耐久性機能：外荷重に対
して安全に挙動し、経時的な性
能低下が小さいこと
以上の要求される機能の経時的

な変化を確実に捉える項目が点検
項目としてふさわしいが、今回の （図-2）定量点検項目

（図-1）集水井の半定量診断手法のコンセプト
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1．集水井診断の問題と課題
農地関係の地すべり防止区域は

全国で 箇所が指定されてお

り、その多くに集水井が設置され

ている。全国には 基以上の

集水井があると推定されている

（ 年時点、主要メーカー 社

分の合計、農林関係以外のものも

含む）。集水井の中には設置から

年以上経過したものもあり、老

朽化による腐食や損傷等が進行し

ているものも多く、施設の安全性

及び機能低下の評価と老朽化度に

応じた対策が喫緊の課題である。

農林水産省農村振興局では、地

すべり防止施設の各工種に対する

機能診断を中心とした維持管理に

関する基本事項をまとめた「地す

べり防止施設の機能保全の手引き

－統合版－，平成 年 月」（以

下、「手引き」という）を作成しホ

ームページで公表している。「手引

き」の中では、集水井の能診断調

査を（ ）基本情報調査、（ ）日常

管理、（ ）概査、（ ）詳細調査の

段階に分類している。

基本情報調査は台帳整備と既往

ンセプト

資料収集整理である。詳細な情報

を得るためには集水井への入坑が

必要であり、調査点検には専門性

が必要とされる。

日常管理は外観目視点検が基本

となる。施設管理者である都道府

県の職員あるいは施設管理者から

委託された地すべり巡視員等が実

施者となり、集水井の異常及び危

険状態の把握を主目的とする。

概査及び詳細調査は、日常点検

で調査が必要と判断された施設を

対象に施設の機能低下程度を調査

し健全度評価を行う。近接目視が

基本であり、集水井への入坑と地

すべり防止施設に精通した専門技

術者が必要とされる。

このように、集水井の健全性評

価を行うためには、「概査・詳細調

査」レベル以上の調査を行わなけ

ればならないが、そのためには集

水井への入坑と専門技術者が必須

となり、多くのコストと手間がか

かる。コストと労力の面から施設

管理者が「概査・詳細調査」を実

施することが難しく、集水井の健

全度評価が進まないことが集水井

集水井の簡易診断手法のコンセ

プト（図 ）を以下に示す。

の機能診断の問題と考える。

これらの問題を解決するために、

筆者らは、集水井に入坑すること

なく目視点検と全方位カメラや水

位計などの機器を用いて半定量的

かつ簡易に集水井を点検する手法

を検証したので、ここに報告する。

なお、本報告は農林水産省農村

振興局所管の官民連携新技術研究

開発事業の中で農研機構と共和コ

ンクリート工業（株）、芦森工業

（株）、芦森エンジニアリング（株）

の民間 社が実施した「腐食鋼製

集水井工の内巻補強工法の開発

（平成 ～ 年度）」の成果の一

部である。

2．集水井の簡易診断手法のコ

① 簡易機能診断は、「手引き」の「概

査」と「詳細調査」の中間の調

査精度を目指す。

② 集水井には入坑せずに簡易な機

器を用いて半定量的な診断を行

う。

評価票と同類の調査票である。

⑧ 画像や動画は 次データとして

に保存する。これらは、将来

的には 等を用いた集水井の

健全度自動判定などの学習デー

タとして活用していくことを期

③調査データは、画像、動画、目

視情報とする。

④ カ所当たりの集水井の調査時

間は 人体制で 分未満を目標

とする。

⑤現場では簡単な目視情報を調査

票に記入し、調査後に画像及び

動画データを閲覧しながら、そ

れらの情報を元に「施設情報個

表」と「施設状態調査票」を作

成する。これは、現場での作業

時間を短縮するためである。

⑥施設情報個表とは、集水井の直

径や集水ボーリングの数などの

基本諸元をまとめた台帳であり、

諸元の変更がなければ 回作成

すればよい。

⑦施設状態調査票とは、集水井の

健全度の推移を記録するもので

あり、開水路等で使用する状態

待する。

以上がコンセプトであるが、現状

では、「施設情報個表」の案まで作

成しているが、「施設の状態評価票」

については未作成である。

3．点検項目
集水井に要求される機能は以下

の項目が想定される。

以上の要求される機能の経時的な

① 管理機能（第三者安全性）：安全

点検施設が正常に機能する

② 集水機能：地下水を集水し、す

べり面の間隙水圧を確実に低下

させる

③ 排水機能：集水した地下水を確

実に排除する

④ 構造・耐久性機能：外荷重に対

して安全に挙動し、経時的な性

能低下が小さいこと

水位計

（図 ）定量点検項目

全方位カメラ

現状では人間が行う
（将来は自動化）

調査データ

画像

動画

目視

簡易な機器

根拠

入坑せずに調査

施設情報個表

施設状態調査票

判定・記入

集積することで将来の自動判

別の学習データとして活用

（図 ）集水井の半定量診断手法のコンセプト

原稿ひな型 

浅野 勇

腐食鋼製集水井の簡易内部診断手法 
－全方位カメラを用いた集水井の内部撮影手法－ 

川邉 翔平 紺野 道昭 中里 裕臣 岡村 昭彦 五十嵐 正之

農研機構農村工学研究部門 芦森工業株式会社 共和コンクリート工業株式会社

1．集水井診断の問題と課題
農地関係の地すべり防止区域は

全国で 箇所が指定されてお

り、その多くに集水井が設置され

ている。全国には 基以上の

集水井があると推定されている

（ 年時点、主要メーカー 社

分の合計、農林関係以外のものも

含む）。集水井の中には設置から

年以上経過したものもあり、老

朽化による腐食や損傷等が進行し

ているものも多く、施設の安全性

及び機能低下の評価と老朽化度に

応じた対策が喫緊の課題である。

農林水産省農村振興局では、地

すべり防止施設の各工種に対する

機能診断を中心とした維持管理に

関する基本事項をまとめた「地す

べり防止施設の機能保全の手引き

－統合版－，平成 年 月」（以

下、「手引き」という）を作成しホ

ームページで公表している。「手引

き」の中では、集水井の能診断調

査を（ ）基本情報調査、（ ）日常

管理、（ ）概査、（ ）詳細調査の

段階に分類している。

基本情報調査は台帳整備と既往

ンセプト

資料収集整理である。詳細な情報

を得るためには集水井への入坑が

必要であり、調査点検には専門性

が必要とされる。

日常管理は外観目視点検が基本

となる。施設管理者である都道府

県の職員あるいは施設管理者から

委託された地すべり巡視員等が実

施者となり、集水井の異常及び危

険状態の把握を主目的とする。

概査及び詳細調査は、日常点検

で調査が必要と判断された施設を

対象に施設の機能低下程度を調査

し健全度評価を行う。近接目視が

基本であり、集水井への入坑と地

すべり防止施設に精通した専門技

術者が必要とされる。

このように、集水井の健全性評

価を行うためには、「概査・詳細調

査」レベル以上の調査を行わなけ

ればならないが、そのためには集

水井への入坑と専門技術者が必須

となり、多くのコストと手間がか

かる。コストと労力の面から施設

管理者が「概査・詳細調査」を実

施することが難しく、集水井の健

全度評価が進まないことが集水井

集水井の簡易診断手法のコンセ

プト（図 ）を以下に示す。

の機能診断の問題と考える。

これらの問題を解決するために、

筆者らは、集水井に入坑すること

なく目視点検と全方位カメラや水

位計などの機器を用いて半定量的

かつ簡易に集水井を点検する手法

を検証したので、ここに報告する。

なお、本報告は農林水産省農村

振興局所管の官民連携新技術研究

開発事業の中で農研機構と共和コ

ンクリート工業（株）、芦森工業

（株）、芦森エンジニアリング（株）

の民間 社が実施した「腐食鋼製

集水井工の内巻補強工法の開発

（平成 ～ 年度）」の成果の一

部である。

2．集水井の簡易診断手法のコ

① 簡易機能診断は、「手引き」の「概

査」と「詳細調査」の中間の調

査精度を目指す。

② 集水井には入坑せずに簡易な機

器を用いて半定量的な診断を行

う。

評価票と同類の調査票である。

⑧ 画像や動画は 次データとして

に保存する。これらは、将来

的には 等を用いた集水井の

健全度自動判定などの学習デー

タとして活用していくことを期

③調査データは、画像、動画、目

視情報とする。

④ カ所当たりの集水井の調査時

間は 人体制で 分未満を目標

とする。

⑤現場では簡単な目視情報を調査

票に記入し、調査後に画像及び

動画データを閲覧しながら、そ

れらの情報を元に「施設情報個

表」と「施設状態調査票」を作

成する。これは、現場での作業

時間を短縮するためである。

⑥施設情報個表とは、集水井の直

径や集水ボーリングの数などの

基本諸元をまとめた台帳であり、

諸元の変更がなければ 回作成

すればよい。

⑦施設状態調査票とは、集水井の

健全度の推移を記録するもので

あり、開水路等で使用する状態

待する。

以上がコンセプトであるが、現状

では、「施設情報個表」の案まで作

成しているが、「施設の状態評価票」

については未作成である。

3．点検項目
集水井に要求される機能は以下

の項目が想定される。

以上の要求される機能の経時的な

① 管理機能（第三者安全性）：安全

点検施設が正常に機能する

② 集水機能：地下水を集水し、す

べり面の間隙水圧を確実に低下

させる

③ 排水機能：集水した地下水を確

実に排除する

④ 構造・耐久性機能：外荷重に対

して安全に挙動し、経時的な性

能低下が小さいこと

水位計

（図 ）定量点検項目

全方位カメラ

現状では人間が行う
（将来は自動化）

調査データ

画像

動画

目視

簡易な機器

根拠

入坑せずに調査

施設情報個表

施設状態調査票

判定・記入

集積することで将来の自動判

別の学習データとして活用

（図 ）集水井の半定量診断手法のコンセプト

原稿ひな型 

浅野 勇

腐食鋼製集水井の簡易内部診断手法 
－全方位カメラを用いた集水井の内部撮影手法－ 

川邉 翔平 紺野 道昭 中里 裕臣 岡村 昭彦 五十嵐 正之

農研機構農村工学研究部門 芦森工業株式会社 共和コンクリート工業株式会社

1．集水井診断の問題と課題
農地関係の地すべり防止区域は

全国で 箇所が指定されてお

り、その多くに集水井が設置され

ている。全国には 基以上の

集水井があると推定されている

（ 年時点、主要メーカー 社

分の合計、農林関係以外のものも

含む）。集水井の中には設置から

年以上経過したものもあり、老

朽化による腐食や損傷等が進行し

ているものも多く、施設の安全性

及び機能低下の評価と老朽化度に

応じた対策が喫緊の課題である。

農林水産省農村振興局では、地

すべり防止施設の各工種に対する

機能診断を中心とした維持管理に

関する基本事項をまとめた「地す

べり防止施設の機能保全の手引き

－統合版－，平成 年 月」（以

下、「手引き」という）を作成しホ

ームページで公表している。「手引

き」の中では、集水井の能診断調

査を（ ）基本情報調査、（ ）日常

管理、（ ）概査、（ ）詳細調査の

段階に分類している。

基本情報調査は台帳整備と既往

ンセプト

資料収集整理である。詳細な情報

を得るためには集水井への入坑が

必要であり、調査点検には専門性

が必要とされる。

日常管理は外観目視点検が基本

となる。施設管理者である都道府

県の職員あるいは施設管理者から

委託された地すべり巡視員等が実

施者となり、集水井の異常及び危

険状態の把握を主目的とする。

概査及び詳細調査は、日常点検

で調査が必要と判断された施設を

対象に施設の機能低下程度を調査

し健全度評価を行う。近接目視が

基本であり、集水井への入坑と地

すべり防止施設に精通した専門技

術者が必要とされる。

このように、集水井の健全性評

価を行うためには、「概査・詳細調

査」レベル以上の調査を行わなけ

ればならないが、そのためには集

水井への入坑と専門技術者が必須

となり、多くのコストと手間がか

かる。コストと労力の面から施設

管理者が「概査・詳細調査」を実

施することが難しく、集水井の健

全度評価が進まないことが集水井

集水井の簡易診断手法のコンセ

プト（図 ）を以下に示す。

の機能診断の問題と考える。

これらの問題を解決するために、

筆者らは、集水井に入坑すること

なく目視点検と全方位カメラや水

位計などの機器を用いて半定量的

かつ簡易に集水井を点検する手法

を検証したので、ここに報告する。

なお、本報告は農林水産省農村

振興局所管の官民連携新技術研究

開発事業の中で農研機構と共和コ

ンクリート工業（株）、芦森工業

（株）、芦森エンジニアリング（株）

の民間 社が実施した「腐食鋼製

集水井工の内巻補強工法の開発

（平成 ～ 年度）」の成果の一

部である。

2．集水井の簡易診断手法のコ

① 簡易機能診断は、「手引き」の「概

査」と「詳細調査」の中間の調

査精度を目指す。

② 集水井には入坑せずに簡易な機

器を用いて半定量的な診断を行

う。

評価票と同類の調査票である。

⑧ 画像や動画は 次データとして

に保存する。これらは、将来

的には 等を用いた集水井の

健全度自動判定などの学習デー

タとして活用していくことを期

③調査データは、画像、動画、目

視情報とする。

④ カ所当たりの集水井の調査時

間は 人体制で 分未満を目標

とする。

⑤現場では簡単な目視情報を調査

票に記入し、調査後に画像及び

動画データを閲覧しながら、そ

れらの情報を元に「施設情報個

表」と「施設状態調査票」を作

成する。これは、現場での作業

時間を短縮するためである。

⑥施設情報個表とは、集水井の直

径や集水ボーリングの数などの

基本諸元をまとめた台帳であり、

諸元の変更がなければ 回作成

すればよい。

⑦施設状態調査票とは、集水井の

健全度の推移を記録するもので

あり、開水路等で使用する状態

待する。

以上がコンセプトであるが、現状

では、「施設情報個表」の案まで作

成しているが、「施設の状態評価票」

については未作成である。

3．点検項目
集水井に要求される機能は以下

の項目が想定される。

以上の要求される機能の経時的な

① 管理機能（第三者安全性）：安全

点検施設が正常に機能する

② 集水機能：地下水を集水し、す

べり面の間隙水圧を確実に低下

させる

③ 排水機能：集水した地下水を確

実に排除する

④ 構造・耐久性機能：外荷重に対

して安全に挙動し、経時的な性

能低下が小さいこと

水位計

（図 ）定量点検項目

全方位カメラ

現状では人間が行う
（将来は自動化）

調査データ

画像

動画

目視

簡易な機器

根拠

入坑せずに調査

施設情報個表

施設状態調査票

判定・記入

集積することで将来の自動判

別の学習データとして活用

（図 ）集水井の半定量診断手法のコンセプト

原稿ひな型 

浅野 勇

腐食鋼製集水井の簡易内部診断手法 
－全方位カメラを用いた集水井の内部撮影手法－ 

川邉 翔平 紺野 道昭 中里 裕臣 岡村 昭彦 五十嵐 正之

農研機構農村工学研究部門 芦森工業株式会社 共和コンクリート工業株式会社

1．集水井診断の問題と課題
農地関係の地すべり防止区域は

全国で 箇所が指定されてお

り、その多くに集水井が設置され

ている。全国には 基以上の

集水井があると推定されている

（ 年時点、主要メーカー 社

分の合計、農林関係以外のものも

含む）。集水井の中には設置から

年以上経過したものもあり、老

朽化による腐食や損傷等が進行し

ているものも多く、施設の安全性

及び機能低下の評価と老朽化度に

応じた対策が喫緊の課題である。

農林水産省農村振興局では、地

すべり防止施設の各工種に対する

機能診断を中心とした維持管理に

関する基本事項をまとめた「地す

べり防止施設の機能保全の手引き

－統合版－，平成 年 月」（以

下、「手引き」という）を作成しホ

ームページで公表している。「手引

き」の中では、集水井の能診断調

査を（ ）基本情報調査、（ ）日常

管理、（ ）概査、（ ）詳細調査の

段階に分類している。

基本情報調査は台帳整備と既往

ンセプト

資料収集整理である。詳細な情報

を得るためには集水井への入坑が

必要であり、調査点検には専門性

が必要とされる。

日常管理は外観目視点検が基本

となる。施設管理者である都道府

県の職員あるいは施設管理者から

委託された地すべり巡視員等が実

施者となり、集水井の異常及び危

険状態の把握を主目的とする。

概査及び詳細調査は、日常点検

で調査が必要と判断された施設を

対象に施設の機能低下程度を調査

し健全度評価を行う。近接目視が

基本であり、集水井への入坑と地

すべり防止施設に精通した専門技

術者が必要とされる。

このように、集水井の健全性評

価を行うためには、「概査・詳細調

査」レベル以上の調査を行わなけ

ればならないが、そのためには集

水井への入坑と専門技術者が必須

となり、多くのコストと手間がか

かる。コストと労力の面から施設

管理者が「概査・詳細調査」を実

施することが難しく、集水井の健

全度評価が進まないことが集水井

集水井の簡易診断手法のコンセ

プト（図 ）を以下に示す。

の機能診断の問題と考える。

これらの問題を解決するために、

筆者らは、集水井に入坑すること

なく目視点検と全方位カメラや水

位計などの機器を用いて半定量的

かつ簡易に集水井を点検する手法

を検証したので、ここに報告する。

なお、本報告は農林水産省農村

振興局所管の官民連携新技術研究

開発事業の中で農研機構と共和コ

ンクリート工業（株）、芦森工業

（株）、芦森エンジニアリング（株）

の民間 社が実施した「腐食鋼製

集水井工の内巻補強工法の開発

（平成 ～ 年度）」の成果の一

部である。

2．集水井の簡易診断手法のコ

① 簡易機能診断は、「手引き」の「概

査」と「詳細調査」の中間の調

査精度を目指す。

② 集水井には入坑せずに簡易な機

器を用いて半定量的な診断を行

う。

評価票と同類の調査票である。

⑧ 画像や動画は 次データとして

に保存する。これらは、将来

的には 等を用いた集水井の

健全度自動判定などの学習デー

タとして活用していくことを期

③調査データは、画像、動画、目

視情報とする。

④ カ所当たりの集水井の調査時

間は 人体制で 分未満を目標

とする。

⑤現場では簡単な目視情報を調査

票に記入し、調査後に画像及び

動画データを閲覧しながら、そ

れらの情報を元に「施設情報個

表」と「施設状態調査票」を作

成する。これは、現場での作業

時間を短縮するためである。

⑥施設情報個表とは、集水井の直

径や集水ボーリングの数などの

基本諸元をまとめた台帳であり、

諸元の変更がなければ 回作成

すればよい。

⑦施設状態調査票とは、集水井の

健全度の推移を記録するもので

あり、開水路等で使用する状態

待する。

以上がコンセプトであるが、現状

では、「施設情報個表」の案まで作

成しているが、「施設の状態評価票」

については未作成である。

3．点検項目
集水井に要求される機能は以下

の項目が想定される。

以上の要求される機能の経時的な

① 管理機能（第三者安全性）：安全

点検施設が正常に機能する

② 集水機能：地下水を集水し、す

べり面の間隙水圧を確実に低下

させる

③ 排水機能：集水した地下水を確

実に排除する

④ 構造・耐久性機能：外荷重に対

して安全に挙動し、経時的な性

能低下が小さいこと

水位計

（図 ）定量点検項目
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4．診断機器
現地調査に必要な装備品の一例

を図-3に示す。この他に、メジャー
及びコンベックスなどがあると良
い。以下主な機器について説明する。

4- 1．水位計

水 位 計 に は「 ミ リ オ ン 水 位 計 

WL50M（ヤマヨ測定機）」を用い
た。テープの先端に水面を感知す
る金属製の筒がついており、先端
が水面に達するとブザーが鳴る仕
組みである。集水井の井筒の上端
から水面までの距離と可能であれ
ば井筒の底までの距離を測定す
る。井筒の底までの距離を測定す

るためには慣れが必要である。
テープを上下させ先端の金属部分
の重さを感じなくなる場所が底で
ある。小刻みに上下させるのがコ
ツであり、乱暴に底まで落下させ
ると先端が泥に埋まり計測値がば
らつくので注意が必要である。

（表-1）定量点検項目と目的及び計測方法

（図-3）現地調査に必要な主要装備品

原稿ひな型 

変化を確実に捉える項目が点検項

目としてふさわしいが、今回の研

究開発の中では、項目を提示する

までには至らなかった。そこで、

集水井の諸元及び集水・排水機能

に関係する最も基本的な項目につ

いて定量的な点検項目とした。定

量的な点検項目を図 に、計測の

目的と計測方法を表 に示す。

属製の筒がついており、先端が水

面に達するとブザーが鳴る仕組み

である。集水井の井筒の上端から

水面までの距離と可能であれば井

筒の底までの距離を測定する。井

筒の底までの距離を測定するため

には慣れが必要である。テープを

上下させ先端の金属部分の重さを

感じなくなる場所が底である。小

刻みに上下させるのがコツであり、

4．診断機器
現地調査に必要な装備品の一例

を図 に示す。この他に、メジャ

ー及びコンベックスなどがあると

良い。以下主な機器について説明

する。

4 1．水位計
水位計には「ミリオン水位計

（ヤマヨ測定機）」を用いた。

テープの先端に水面を感知する金

止器具などを装着して行う。

などの電源を入れて初期設定を

行う。

乱暴に底まで落下させると先端が

泥に埋まり計測値がばらつくので

注意が必要である。

4 2．内部調査カメラ
内部調査カメラは、先行研究で

ある金澤ら 、川俣 らの報告を基

に、川俣らの 社製の全方位

カメラのシステムを改良・試作し

た。図 に内部調査カメラの構成

を示す。ランタンの先端に全方位

カメラを接着した。全方位カメラ

は魚眼レンズ等を用いて広範囲の

撮影が可能なカメラである。今回

は下向きに約 度の方向、すな

わち半天球の撮影を行った。高品

質の動画を撮影するためには、井

筒の内部を均等に照らす照明があ

ること、カメラが回転しなことが

条件となる。また、機器はすべて

防滴あるいは防水仕様であること

も必要とされる。

照明には明るさ ルーメン

のランタンを用いた。ただし、浅

い集水井の場合は自然光で十分撮

影が可能であった。吊り下げには

幅 の測量用のリボンロッド

を使用した。幅は、天蓋エキスパ

ンドメタルの隙間を通るように決

定した。リボンロッドはある程度

の剛性があるため、つり下げ作業

中もカメラが回転せず安定した動

画が得られた。カメラの回転防止

に極めて有効であることを確認し

た。

5．簡易診断の手順
図 に示した機器を用いた集水

井の簡易診断手順を図 に示す。

なお、調査は必要に応じて落下防

④ 内部調査用カメラのつりこみ：

内部調査カメラを吊り下げるた

めのリボンロッドの先端を集水

井の天蓋の隙間から差し込み、

入坑口から引っかけ棒を使って

引き出す。次にリボンロッドの

先に内部調査用カメラを結び付

け，再度引っかけ棒を用いて、

レンズを気づけないように慎重

に集水井の中央に吊す（レンズ

に傷をつけないこと）。このとき

ランタンが点灯していることを

確認する。

⑤ 内部調査カメラでの撮影：水面

までの距離を確認し、水面から

ぐらい上方の位置を目標に

動画を撮影しながら内部調査カ

メラを降下させる。降下速度は

項目 目的

当たり ～ 秒が適当である。

集水井の底までカメラが達した

ら，同じ手順でカメラを上昇さ

計測方法

緯度経度 位置の特定

① 水位・寸法測定：最初に水位計を

用いて集水井の井筒天端から水

面及び底までの距離を計測する。

水面までの距離を把握すること

は、内部調査カメラの水没を避け

るためと後ほど説明する深度の

目印となるリボンロッドの設置

に必要となる。水位測定と同時に

集水井の外観の目視点検及び直

径などの寸法測定も行う。

② 目印用リボンロッドの設置：深

さの目印となるリボンロッドを

井筒の内壁に沿わせて吊り下げ

る。その際リボンロッドの先端

が①で計測した水面の付近にな

るように調整する。

③ 調査機器の初期設定：内部調査

カメラ、タブレット、ランタン

携帯の GPS 等により計測 
諸元集水井の直径（①） メジャー，コンベックス

諸元立ち上がり高さ（②） コンベックス

諸元底までの距離（③） 水位計

排水 B までの距離（④） 諸元＋排水機能の確認 内部調査カメラ，リボンテープ

水面までの距離（⑤） 水位計排水機能の確認（湛水）

集水パイプの深さ（⑥，

⑦）

諸元＋集水機能の確認 内部調査カメラ，リボンテープ

諸元補強リング間隔（⑧） 目視，全方位カメラ，リボンテープ

リボンロッド

タブレット

（表 ）定量点検項目と目的及び計測方法

内部調査カメラ 採水セット

用箋ばさみ 水位計 引っかけ棒 懐中電灯

（図 ）現地調査に必要な主要装備品
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原稿ひな型 

変化を確実に捉える項目が点検項

目としてふさわしいが、今回の研

究開発の中では、項目を提示する

までには至らなかった。そこで、

集水井の諸元及び集水・排水機能

に関係する最も基本的な項目につ

いて定量的な点検項目とした。定

量的な点検項目を図 に、計測の

目的と計測方法を表 に示す。

属製の筒がついており、先端が水

面に達するとブザーが鳴る仕組み

である。集水井の井筒の上端から

水面までの距離と可能であれば井

筒の底までの距離を測定する。井

筒の底までの距離を測定するため

には慣れが必要である。テープを

上下させ先端の金属部分の重さを

感じなくなる場所が底である。小

刻みに上下させるのがコツであり、

4．診断機器
現地調査に必要な装備品の一例

を図 に示す。この他に、メジャ

ー及びコンベックスなどがあると

良い。以下主な機器について説明

する。

4 1．水位計
水位計には「ミリオン水位計

（ヤマヨ測定機）」を用いた。

テープの先端に水面を感知する金

止器具などを装着して行う。

などの電源を入れて初期設定を

行う。

乱暴に底まで落下させると先端が

泥に埋まり計測値がばらつくので

注意が必要である。

4 2．内部調査カメラ
内部調査カメラは、先行研究で

ある金澤ら 、川俣 らの報告を基

に、川俣らの 社製の全方位

カメラのシステムを改良・試作し

た。図 に内部調査カメラの構成

を示す。ランタンの先端に全方位

カメラを接着した。全方位カメラ

は魚眼レンズ等を用いて広範囲の

撮影が可能なカメラである。今回

は下向きに約 度の方向、すな

わち半天球の撮影を行った。高品

質の動画を撮影するためには、井

筒の内部を均等に照らす照明があ

ること、カメラが回転しなことが

条件となる。また、機器はすべて

防滴あるいは防水仕様であること

も必要とされる。

照明には明るさ ルーメン

のランタンを用いた。ただし、浅

い集水井の場合は自然光で十分撮

影が可能であった。吊り下げには

幅 の測量用のリボンロッド

を使用した。幅は、天蓋エキスパ

ンドメタルの隙間を通るように決

定した。リボンロッドはある程度

の剛性があるため、つり下げ作業

中もカメラが回転せず安定した動

画が得られた。カメラの回転防止

に極めて有効であることを確認し

た。

5．簡易診断の手順
図 に示した機器を用いた集水

井の簡易診断手順を図 に示す。

なお、調査は必要に応じて落下防

④ 内部調査用カメラのつりこみ：

内部調査カメラを吊り下げるた

めのリボンロッドの先端を集水

井の天蓋の隙間から差し込み、

入坑口から引っかけ棒を使って

引き出す。次にリボンロッドの

先に内部調査用カメラを結び付

け，再度引っかけ棒を用いて、

レンズを気づけないように慎重

に集水井の中央に吊す（レンズ

に傷をつけないこと）。このとき

ランタンが点灯していることを

確認する。

⑤ 内部調査カメラでの撮影：水面

までの距離を確認し、水面から

ぐらい上方の位置を目標に

動画を撮影しながら内部調査カ

メラを降下させる。降下速度は

項目 目的

当たり ～ 秒が適当である。

集水井の底までカメラが達した

ら，同じ手順でカメラを上昇さ

計測方法

緯度経度 位置の特定

① 水位・寸法測定：最初に水位計を

用いて集水井の井筒天端から水

面及び底までの距離を計測する。

水面までの距離を把握すること

は、内部調査カメラの水没を避け

るためと後ほど説明する深度の

目印となるリボンロッドの設置

に必要となる。水位測定と同時に

集水井の外観の目視点検及び直

径などの寸法測定も行う。

② 目印用リボンロッドの設置：深

さの目印となるリボンロッドを

井筒の内壁に沿わせて吊り下げ

る。その際リボンロッドの先端

が①で計測した水面の付近にな

るように調整する。

③ 調査機器の初期設定：内部調査

カメラ、タブレット、ランタン

携帯の GPS 等により計測 
諸元集水井の直径（①） メジャー，コンベックス

諸元立ち上がり高さ（②） コンベックス

諸元底までの距離（③） 水位計

排水 B までの距離（④） 諸元＋排水機能の確認 内部調査カメラ，リボンテープ

水面までの距離（⑤） 水位計排水機能の確認（湛水）

集水パイプの深さ（⑥，

⑦）

諸元＋集水機能の確認 内部調査カメラ，リボンテープ
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タブレット
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を示す。ランタンの先端に全方位

カメラを接着した。全方位カメラ

は魚眼レンズ等を用いて広範囲の

撮影が可能なカメラである。今回

は下向きに約 度の方向、すな

わち半天球の撮影を行った。高品

質の動画を撮影するためには、井

筒の内部を均等に照らす照明があ

ること、カメラが回転しなことが

条件となる。また、機器はすべて

防滴あるいは防水仕様であること

も必要とされる。

照明には明るさ ルーメン

のランタンを用いた。ただし、浅

い集水井の場合は自然光で十分撮

影が可能であった。吊り下げには

幅 の測量用のリボンロッド

を使用した。幅は、天蓋エキスパ

ンドメタルの隙間を通るように決

定した。リボンロッドはある程度

の剛性があるため、つり下げ作業

中もカメラが回転せず安定した動

画が得られた。カメラの回転防止

に極めて有効であることを確認し

た。

5．簡易診断の手順
図 に示した機器を用いた集水

井の簡易診断手順を図 に示す。

なお、調査は必要に応じて落下防

④ 内部調査用カメラのつりこみ：

内部調査カメラを吊り下げるた

めのリボンロッドの先端を集水

井の天蓋の隙間から差し込み、

入坑口から引っかけ棒を使って

引き出す。次にリボンロッドの

先に内部調査用カメラを結び付

け，再度引っかけ棒を用いて、

レンズを気づけないように慎重

に集水井の中央に吊す（レンズ

に傷をつけないこと）。このとき

ランタンが点灯していることを

確認する。

⑤ 内部調査カメラでの撮影：水面

までの距離を確認し、水面から

ぐらい上方の位置を目標に

動画を撮影しながら内部調査カ

メラを降下させる。降下速度は

項目 目的

当たり ～ 秒が適当である。

集水井の底までカメラが達した

ら，同じ手順でカメラを上昇さ

計測方法

緯度経度 位置の特定

① 水位・寸法測定：最初に水位計を

用いて集水井の井筒天端から水

面及び底までの距離を計測する。

水面までの距離を把握すること

は、内部調査カメラの水没を避け

るためと後ほど説明する深度の

目印となるリボンロッドの設置

に必要となる。水位測定と同時に

集水井の外観の目視点検及び直

径などの寸法測定も行う。

② 目印用リボンロッドの設置：深

さの目印となるリボンロッドを

井筒の内壁に沿わせて吊り下げ

る。その際リボンロッドの先端

が①で計測した水面の付近にな

るように調整する。

③ 調査機器の初期設定：内部調査

カメラ、タブレット、ランタン

携帯の GPS 等により計測 
諸元集水井の直径（①） メジャー，コンベックス

諸元立ち上がり高さ（②） コンベックス

諸元底までの距離（③） 水位計

排水 B までの距離（④） 諸元＋排水機能の確認 内部調査カメラ，リボンテープ
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集水パイプの深さ（⑥，

⑦）

諸元＋集水機能の確認 内部調査カメラ，リボンテープ

諸元補強リング間隔（⑧） 目視，全方位カメラ，リボンテープ

リボンロッド

タブレット
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動画を撮影しながら内部調査カ

メラを降下させる。降下速度は

項目 目的

当たり ～ 秒が適当である。

集水井の底までカメラが達した

ら，同じ手順でカメラを上昇さ

計測方法

緯度経度 位置の特定

① 水位・寸法測定：最初に水位計を

用いて集水井の井筒天端から水

面及び底までの距離を計測する。

水面までの距離を把握すること

は、内部調査カメラの水没を避け

るためと後ほど説明する深度の

目印となるリボンロッドの設置

に必要となる。水位測定と同時に

集水井の外観の目視点検及び直

径などの寸法測定も行う。

② 目印用リボンロッドの設置：深

さの目印となるリボンロッドを

井筒の内壁に沿わせて吊り下げ

る。その際リボンロッドの先端

が①で計測した水面の付近にな

るように調整する。

③ 調査機器の初期設定：内部調査

カメラ、タブレット、ランタン

携帯の GPS 等により計測 
諸元集水井の直径（①） メジャー，コンベックス

諸元立ち上がり高さ（②） コンベックス

諸元底までの距離（③） 水位計

排水 B までの距離（④） 諸元＋排水機能の確認 内部調査カメラ，リボンテープ

水面までの距離（⑤） 水位計排水機能の確認（湛水）

集水パイプの深さ（⑥，

⑦）

諸元＋集水機能の確認 内部調査カメラ，リボンテープ

諸元補強リング間隔（⑧） 目視，全方位カメラ，リボンテープ

リボンロッド

タブレット

（表 ）定量点検項目と目的及び計測方法

内部調査カメラ 採水セット

用箋ばさみ 水位計 引っかけ棒 懐中電灯

（図 ）現地調査に必要な主要装備品

（図 ）内部調査カメラの構成

原稿ひな型 

変化を確実に捉える項目が点検項

目としてふさわしいが、今回の研

究開発の中では、項目を提示する

までには至らなかった。そこで、

集水井の諸元及び集水・排水機能

に関係する最も基本的な項目につ

いて定量的な点検項目とした。定

量的な点検項目を図 に、計測の

目的と計測方法を表 に示す。

属製の筒がついており、先端が水

面に達するとブザーが鳴る仕組み

である。集水井の井筒の上端から

水面までの距離と可能であれば井

筒の底までの距離を測定する。井

筒の底までの距離を測定するため

には慣れが必要である。テープを

上下させ先端の金属部分の重さを

感じなくなる場所が底である。小

刻みに上下させるのがコツであり、

4．診断機器
現地調査に必要な装備品の一例

を図 に示す。この他に、メジャ

ー及びコンベックスなどがあると

良い。以下主な機器について説明

する。

4 1．水位計
水位計には「ミリオン水位計

（ヤマヨ測定機）」を用いた。

テープの先端に水面を感知する金

止器具などを装着して行う。

などの電源を入れて初期設定を

行う。

乱暴に底まで落下させると先端が

泥に埋まり計測値がばらつくので

注意が必要である。

4 2．内部調査カメラ
内部調査カメラは、先行研究で

ある金澤ら 、川俣 らの報告を基

に、川俣らの 社製の全方位

カメラのシステムを改良・試作し

た。図 に内部調査カメラの構成

を示す。ランタンの先端に全方位

カメラを接着した。全方位カメラ

は魚眼レンズ等を用いて広範囲の

撮影が可能なカメラである。今回

は下向きに約 度の方向、すな

わち半天球の撮影を行った。高品

質の動画を撮影するためには、井

筒の内部を均等に照らす照明があ

ること、カメラが回転しなことが

条件となる。また、機器はすべて

防滴あるいは防水仕様であること

も必要とされる。

照明には明るさ ルーメン

のランタンを用いた。ただし、浅

い集水井の場合は自然光で十分撮

影が可能であった。吊り下げには

幅 の測量用のリボンロッド

を使用した。幅は、天蓋エキスパ

ンドメタルの隙間を通るように決

定した。リボンロッドはある程度

の剛性があるため、つり下げ作業

中もカメラが回転せず安定した動

画が得られた。カメラの回転防止

に極めて有効であることを確認し

た。

5．簡易診断の手順
図 に示した機器を用いた集水

井の簡易診断手順を図 に示す。

なお、調査は必要に応じて落下防

④ 内部調査用カメラのつりこみ：

内部調査カメラを吊り下げるた

めのリボンロッドの先端を集水

井の天蓋の隙間から差し込み、

入坑口から引っかけ棒を使って

引き出す。次にリボンロッドの

先に内部調査用カメラを結び付

け，再度引っかけ棒を用いて、

レンズを気づけないように慎重

に集水井の中央に吊す（レンズ

に傷をつけないこと）。このとき

ランタンが点灯していることを

確認する。

⑤ 内部調査カメラでの撮影：水面

までの距離を確認し、水面から

ぐらい上方の位置を目標に

動画を撮影しながら内部調査カ

メラを降下させる。降下速度は

項目 目的

当たり ～ 秒が適当である。

集水井の底までカメラが達した

ら，同じ手順でカメラを上昇さ

計測方法

緯度経度 位置の特定

① 水位・寸法測定：最初に水位計を

用いて集水井の井筒天端から水

面及び底までの距離を計測する。

水面までの距離を把握すること

は、内部調査カメラの水没を避け

るためと後ほど説明する深度の

目印となるリボンロッドの設置

に必要となる。水位測定と同時に

集水井の外観の目視点検及び直

径などの寸法測定も行う。

② 目印用リボンロッドの設置：深

さの目印となるリボンロッドを

井筒の内壁に沿わせて吊り下げ

る。その際リボンロッドの先端

が①で計測した水面の付近にな

るように調整する。

③ 調査機器の初期設定：内部調査

カメラ、タブレット、ランタン

携帯の GPS 等により計測 
諸元集水井の直径（①） メジャー，コンベックス

諸元立ち上がり高さ（②） コンベックス

諸元底までの距離（③） 水位計

排水 B までの距離（④） 諸元＋排水機能の確認 内部調査カメラ，リボンテープ

水面までの距離（⑤） 水位計排水機能の確認（湛水）

集水パイプの深さ（⑥，

⑦）

諸元＋集水機能の確認 内部調査カメラ，リボンテープ

諸元補強リング間隔（⑧） 目視，全方位カメラ，リボンテープ

リボンロッド

タブレット

（表 ）定量点検項目と目的及び計測方法

内部調査カメラ 採水セット

用箋ばさみ 水位計 引っかけ棒 懐中電灯

（図 ）現地調査に必要な主要装備品

（図 ）内部調査カメラの構成
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4-2．内部調査カメラ

　内部調査カメラは、先行研究で
ある金澤ら 1）、川俣ら 2）の報告を
基に、川俣らの kodak 社製の全方
位カメラのシステムを改良・試作
した。図-4に内部調査カメラの構
成を示す。ランタンの先端に全方
位カメラを接着した。全方位カメ
ラは魚眼レンズ等を用いて広範囲
の撮影が可能なカメラである。今
回は下向きに約 180 度の方向、す
なわち半天球の撮影を行った。高
品質の動画を撮影するためには、
井筒の内部を均等に照らす照明が
あること、カメラが回転しないこ
とが条件となる。また、機器はす
べて防滴あるいは防水仕様である
ことも必要とされる。

照明には明るさ 1,000 ルーメン
のランタンを用いた。ただし、浅
い集水井の場合は自然光で十分撮
影が可能であった。吊り下げには
幅 60mm の測量用のリボンロッド
を使用した。幅は、天蓋エキスパ
ンドメタルの隙間を通るように決
定した。リボンロッドはある程度
の剛性があるため、つり下げ作業
中もカメラが回転せず安定した動
画が得られた。カメラの回転防止
に極めて有効であることを確認し
た。

5．簡易診断の手順
　図-3に示した機器を用いた集水
井の簡易診断手順を図-5に示す。
なお、調査は必要に応じて落下防
止器具などを装着して行う。
①水位・寸法測定：最初に水位計

を用いて集水井の井筒天端から
水面及び底までの距離を計測す
る。水面までの距離を把握する

ことは、内部調査カメラの水没
を避けるためと後ほど説明する
深度の目印となるリボンロッド
の設置に必要となる。水位測定
と同時に集水井の外観の目視点
検及び直径などの寸法測定も行
う。

②目印用リボンロッドの設置：深
さの目印となるリボンロッドを
井筒の内壁に沿わせて吊り下げ
る。その際リボンロッドの先端
が①で計測した水面の付近にな
るように調整する。

③調査機器の初期設定：内部調査
カメラ、タブレット、ランタン
などの電源を入れて初期設定を
行う。

④内部調査用カメラのつりこみ：
内部調査カメラを吊り下げるた
めのリボンロッドの先端を集水
井の天蓋の隙間から差し込み、

入坑口から引っかけ棒を使って
引き出す。次にリボンロッドの
先に内部調査用カメラを結び付
け、再度引っかけ棒を用いて、
レンズを傷つけないように慎重
に集水井の中央に吊す（レンズ
に傷をつけないこと）。このと
きランタンが点灯していること
を確認する。

⑤内部調査カメラでの撮影：水面
までの距離を確認し、水面から
50cm ぐらい上方の位置を目標
に動画を撮影しながら内部調査
カメラを降下させる。降下速度
は 1m 当たり 3 ～ 4 秒が適当で
ある。集水井の底までカメラが
達したら、同じ手順でカメラを
上昇させ、動画を録画する。主
要な動画撮影は上昇時に行う。
これは、上昇時の方がカメラの
回転が少ないためである。

（図-4）内部調査カメラの構成
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⑥集水井内部のモニタリング：
kodak 社製の全方位カメラは、
WiFi によるタブレットでのリア

ルタイム動画閲覧が可能であ
る。そこで、調査上重要な位置
ではモニタを確認し、途中でカ

メラを停止させ撮影を行う。上
昇時は 1m 当たり 5 秒程度の速
度でカメラを上昇させる。途中

（図-5）集水井の簡易診断の調査手順

原稿ひな型 

せ、動画を録画する。主要な動

画撮影は上昇時に行う。これは、

上昇時の方がカメラの回転が少

ないためである。

⑥ 集水井内部のモニタリング：

社製の全方位カメラは、

（ ）最上部、（ ）植生のある位

置、（ ）変状発生地点とした。

停止時間は 秒程度で十分で

あった。

によるタブレットでのリア

ルタイム動画閲覧が可能である。

そこで、調査上重要な位置では

モニタを確認し、途中でカメラ

を停止させ撮影を行う。上昇時

は 当たり 秒程度の速度でカ

メラを上昇させる。途中一時停

止を行う地点は、（ ）底部（排

水 の観察）、（ ）下段集水 、

（ ）上段集水 、（ ）中間地点、

以上の作業手順に従い集水井内

部の撮影を行い、投入と同じく引

っかけ棒を用いてカメラを回収す

る。動画は、カメラ本体の カー

ドに記録される。深さ約 の集

水井を 人体制で ～ 分にて調

ランタン電源

査完了することができる。

6．調査後の動画処理
簡易診断では調査後に動画を見

ながら調査票を作成する。もちろ

ん、必要最小限の情報は調査時に

調査票に記録する。調査時には画

像・動画の収集に集中し、できる

だけ多くの集水井のデータを 日

で収集することを目的にしている。

①水位・寸法測定 ②目印用リボンロッドの設置

③調査機器の初期設定 ④内部調査カメラのつり込み

⑤内部探査カメラでの撮影 ⑥集水井内部のモニタリング

（図 ）集水井の簡易診断の調査手順

①集水井の上段集水ボーリング付近の状況

②集水井の底部の状況

半天球mode

（図 ）動画処理と静止画のキャプチャ

約 1m

Magic Flat mode

集水 B

排水 B

上段の集水 B の状況‥補強リングの数から

概略の深さを求める。底から約 4m の位置に

10 本の集水 B がある。
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一時停止を行う地点は、（1）底
部（排水 B の観察）、（2）下段
集 水 B、（3） 上 段 集 水 B、（4）
中間地点、（5）最上部、（6）植
生のある位置、（7）変状発生地
点とした。停止時間は 10 秒程
度で十分であった。
以上の作業手順に従い集水井内

部の撮影を行い、投入と同じく
引っかけ棒を用いてカメラを回収

する。動画は、カメラ本体の SD
カードに記録される。深さ約 20m
の集水井を 3 人体制で 20 ～ 30 分
にて調査完了することができる。

6．調査後の動画処理
簡易診断では調査後に動画を見

ながら調査票を作成する。もちろ
ん、必要最小限の情報は調査時に
調査票に記録する。調査時には画

像・動画の収集に集中し、できる
だけ多くの集水井のデータを 1 日
で収集することを目的にしている。

全方向カメラで撮影した動画は
魚眼レンズで撮影したような歪ん
だ動画となる。対象物をはっきり
捉えるためにはゆがみ補正などが
必要となる。今回は kodak 社製の
全方位カメラに付属する PIXPRO 
360VR という画像解析ソフトを用

（図-6）動画処理と静止画のキャプチャ

原稿ひな型 

せ、動画を録画する。主要な動

画撮影は上昇時に行う。これは、

上昇時の方がカメラの回転が少

ないためである。

⑥ 集水井内部のモニタリング：

社製の全方位カメラは、

（ ）最上部、（ ）植生のある位

置、（ ）変状発生地点とした。

停止時間は 秒程度で十分で

あった。

によるタブレットでのリア

ルタイム動画閲覧が可能である。

そこで、調査上重要な位置では

モニタを確認し、途中でカメラ

を停止させ撮影を行う。上昇時

は 当たり 秒程度の速度でカ

メラを上昇させる。途中一時停

止を行う地点は、（ ）底部（排

水 の観察）、（ ）下段集水 、

（ ）上段集水 、（ ）中間地点、

以上の作業手順に従い集水井内

部の撮影を行い、投入と同じく引

っかけ棒を用いてカメラを回収す

る。動画は、カメラ本体の カー

ドに記録される。深さ約 の集

水井を 人体制で ～ 分にて調

ランタン電源

査完了することができる。

6．調査後の動画処理
簡易診断では調査後に動画を見

ながら調査票を作成する。もちろ

ん、必要最小限の情報は調査時に

調査票に記録する。調査時には画

像・動画の収集に集中し、できる

だけ多くの集水井のデータを 日

で収集することを目的にしている。

①水位・寸法測定 ②目印用リボンロッドの設置

③調査機器の初期設定 ④内部調査カメラのつり込み

⑤内部探査カメラでの撮影 ⑥集水井内部のモニタリング

（図 ）集水井の簡易診断の調査手順

①集水井の上段集水ボーリング付近の状況

②集水井の底部の状況

半天球mode

（図 ）動画処理と静止画のキャプチャ

約 1m

Magic Flat mode

集水 B

排水 B

上段の集水 B の状況‥補強リングの数から

概略の深さを求める。底から約 4m の位置に

10 本の集水 B がある。
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いて動画の処理を行った。
調査票を作成するためには、動

画（3 ～ 5 分）を見ながら、必要
な箇所を静止画像として保存する。
図-6にその概要を示す。図-6の

「半天球 mode」は井筒内部の全体
像を把握するのに適する。井筒内
部の構造、位置、腐食の程度及び
植生などを把握できる。特定箇所

を閲覧するためには、ゆがみ補正
した「Magic Flat mode」を用いる。
通常は「半天球 mode」で動画を
閲覧しながら、要所要所で「Magic 
Flat mode」を用いることになる。
図-6- ①の画像は集水井の上段

の集水ボーリング付近の状況を表
す画像である。「半天球 mode」の
画像から集水ボーリング（集水 B）

が底から 4 段目の補強リングの下
にあることがわかる。「Magic Flat 
mode」を用いると、集水 B が 10
本あること、その中のいくつかは
スライムにより閉塞している等の
情報が得られる。
図-6-②の画像は集水井の底部

の状況を表す画像である。「半天
球 mode」の画像から下段の集水

（図-7）施設情報個表の一例

原稿ひな型 

全方向カメラで撮影した動画は

魚眼レンズで撮影したような歪ん

だ動画となる。対象物をはっきり

捉えるためにはゆがみ補正などが

必要となる。今回は 社製の
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重なアドバイスをいただいた新潟

大学農学部の鈴木教授、稲葉助教

に同じく謝意を表します。

による集水井の撮影事例－そ

の２－，第 回日本地すべり

学会研究発表会，

記 入 者 中嶋勇 位 置

所 属 農研機構 管 理 者 県

調 査 日 時 形式 ライナー

天 候 くもり

施 設 Ｉ Ｄ

丸山地区地 す べ り 区 域 名

施 設 名

地 す べ り ブ ロ ッ ク 名

施 工 年

全 体 画 像 天 蓋 形 式

天 蓋 画

エキスパンドメタル

像

直

メッシュ幅

径 有入 孔 蓋 の 有 無

立 ち 上 が り 無鍵 の 有 無

深 度 可

防

入 孔 の 可 能 性

護 柵 無

内 部 映 像

南

点 検 梯

リ ボ ン ロ ッ ド 設 置 方 位

子 直線

黒皮ラ イ ナ ー プ レ ー ト

集 水 の 上 段 の 数

集 水

集 水 の 上 段 の 深 度

下 段 数

連 結

集 水 の 下 段 の 深 度

管 無

排 水 の 状 態 水面

排 水 の 数

排 水 の 深 度

補 強 リ ン グ 間 隔

バーティカルスティフナ本数

ラ テ ラ ル ス ト ラ ッ ド 段 数
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外観等からの諸元情報

内部の諸元情報（全方位カメラの情報を加味して）

ラ テ ラ ル ス ト ラ ッ ド 本 数

備考

集水井の施設情報個表－１－（１）
基本諸元
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下部

集水井の施設情報個表－1－(４) 画像

植生（蓋から3m付近）

一例（図 ）施設情報個表の

ARIC情報131号-校了 2018/12/18 17:06:45


