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１．はじめに

保全技術センターは，平成 16 年 4 月，関東農
政局利根川水系土地改良調査管理事務所に「保全
対策センター」として設置されて以来，農業水利
施設のストックマネジメント技術の確立に向けた
業務を行っています。保全技術センター通信では，
農業水利施設のストックマネジメントに関する動
向や保全技術センターでの取組などを紹介してい
ます。

第 12 回目の今回は，農業水利施設の機能診断
について，ドローンを活用した機能診断調査への
導入検討及び今後の活用検討の方向性を紹介し，
合わせて農業農村整備の Plan，Do，See におけ
るドローンの活用方策について紹介します。

２．ドローン推進Ｇの設立

近年，ドローン（無人航空機（ＵＡＶ）のうち，
複数の羽根を有しているマルチコプターの通称）
はテレビなどのメディアを中心に急速にその利用
が広がり，報道，イベント，プロモーション，調
査・測量及び工事など，その利便性と機動力を生
かし，様々な分野で活躍しています。農業分野に
おいても，農薬散布作業，農作物の生育状況の把
握及び鳥獣生息状況調査などに既に利用されてい
ます。

当事務所では平成 29 年度より，保全技術セン
ター内に「ドローン推進 G」を設置し，農業農村
整備の調査・計画（Plan），工事（Do），維持管
理（See）の各段階におけるドローン活用方策を
検討するために，各職員に対して操縦技術の研修

を複数回行い，操作技術を向上させた上で，各課・
各支所においてテーマ毎に職員自らドローンを操
縦し，ドローン活用の検証を行っています。なお，
事務所の約 1/3 の職員はドローンの操縦が可能で，
一人あたりの累積飛行時間も多くなり，ドローン
の操作技術が向上したことから，様々なテーマで
ドローンの活用が行えるようになりました。

３．日本におけるドローンの状況

（１）改正航空法

日本国内でドローンが注目されたのは，2015
年 4 月 22 日に，総理官邸の屋上においてドロー
ンが発見された事案であり，それを契機に，ドロ
ーンの安全な飛行の確保に向けた基本的なルール
の整備が進められました。特に航空法の一部改正
により，諸外国の法規制と比較しても同等程度の
措置がなされました。

2015 年 12 月 15 日に施行された改正航空法の
概要は以下のとおりです。なお，対象となる無人
航空機の定義は，飛行機，回転翼航空機等であっ
て，人が乗ることができないもの（ドローン，ラ
ジコン機等）のうち，遠隔操作又は自動操縦によ
り飛行させることができるもの（200 g 未満のも
のを除く）となっています。
１）国土交通大臣許可が必要となる飛行空域の設定

①空港等の周辺（進入表面等）
②地表又は水面から 150 m 以上の高さの空

域飛行
③国勢調査の結果を受け設定されている人口

集中地区
※①②③以外の空域は許可なく飛行可能。
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２）無人航空機の飛行の方法
①日中（日出から日没まで）に飛行させること
②目視（直接肉眼による）の範囲内で無人航空

機とその周囲を常時監視して飛行させること
③ 第 三 者 又 は 第 三 者 の 物 件 と の 間 に 距 離
（30 m）を保って飛行させること

④祭礼，縁日など多数の人が集まる催し場所の
上空で飛行させないこと

⑤爆発物など危険物を輸送しないこと
⑥無人航空機から物を投下しないこと

これらのルールによらずに飛行させようとす
る場合は，国土交通大臣の承認を受ける必要が
あります。

（２）政府の取り組み

現在，政府として小型無人機の基本的なルール
整備や急速な技術開発への課題を解決する体制と
して，以下の２つの組織が設けられています。
１）小型無人機に関する関係府省庁連絡会議

小型無人機の運用ルールの策定と活用の在り
方，関係法令の見直し等について，関係行政機
関相互の緊密な連携・協力を確保し，総合的か
つ効果的な推進を図ることを目的として設立さ
れました。

２）小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議
会

小型無人機に係るビジネス展開と技術開発の
急速な発展に対応した課題を解決するため，関
係する幅広い関係者の知見を結集し，これに継

続的に取り組む体制が必要との判断の下，官民
の専門家・関係者が一同に会し，協議を行う場
として設立されました。「小型無人機の利活用
と技術開発のロードマップと制度設計に関する
論点整理（案）」が示されており，官民が一体
となって開発を進めていくために必要な制度に
ついて検討を継続しています。

（３）農林水産省の取り組み

１）農業農村整備事業における技術開発計画
平成 29 年度より５年間を開発期間とする「農 

業農村整備事業における技術開発計画」が策定
されており，ドローン等を活用した技術開発の
推進が以下のとおり明記されています。
①農地・施設情報の広域収集・可視化及び利活

用技術
②施設の診断・状態監視技術・劣化予測技術
③被災調査技術，実効性のある業務継続計画の

策定技術
２）農林水産分野における無人航空機の利用の促

進に関する取組
①農薬散布作業等における無人航空機の安全利

用の促進
小型無人機に関する新たなガイドラインの

策定を行い，ドローン等の小型無人機による
農薬散布等を安全かつ適正に実施するための
新たな安全対策の基準等の策定を目的とした
検討会を開催しています。

②農作物の生育状況の把握等
小型無人機を活用し，圃場と作物の現状の

把握による栽培管理の最適化等に関する技術
開発を行っています。

③鳥獣被害の軽減対策に向けた取組
動画撮影カメラを装着した小型無人機によ

るシカの生息状況調査等の実効性の検証を行
っています。
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４．ドローンを活用した機能診断調査への
導入検討

現在の機能診断調査については，調査員による直
接的調査であり，調査対象箇所に容易に立ち入れな
い場合や，足場等の仮設が必要となるケースもある
ため，調査の効率化，調査費用の軽減を図ることを
目的とし，今年度より新たにドローン（写真－１）
を活用した機能診断調査の検討を始めました。

現状では調査内容や調査手法などを検討するた
めの基礎資料の収集が必要であることから，資料
収集を目的とする現地調査を実施済みです。

写真－１　現地調査をしたドローン

（１）クラックスケール撮影による基礎資料収集

構造物からの距離と撮影写真の解像度との関係を
調査し，実際の機能診断調査における撮影距離の基
礎資料とするため，構造物に固定したクラックスケ
ールを対象とした撮影を行いました。（図－１）

図－１　撮影状況

１）撮影内容
構造物に固定したクラックスケール（ポリエ

ステル製，スチール製）を対象に機体と構造物
との距離を巻き尺等により 0.5 m から 5.0 ｍま
での 0.5 ｍ刻みで順次変化させた状態で写真撮
影します。

なお，今回の撮影に使用したカメラの諸元は
以下に示すとおりです。

表－１　カメラ諸元
型 　 　 式 Zenmuse X5S

静止画解像度
 4：3　5,280 × 3,956
16：9　5,280 × 2,970

セ ン サ ー CMOS 4/3” 
焦 点 距 離 30 mm（35 mm 換算）

２）撮影結果
撮影結果の評価は，「農業水利施設の機能保

全の手引き（平成 27 年 8 月）」の P61【表３
－ 12 ひび割れのタイプ及び幅に基づく健全
度評価】に従い，ひび割れ幅の評価値である
0.2 mm から 1.0 mm の目盛りが画像データ上
で線として判別可能か否かの観点にて評価（表
－２）しました。

表－２　クラックスケール撮影結果

撮影距離
ポリエステル製 スチール製

0.2 mm 1.0 mm 0.2 mm 1.0 mm
０. ５ｍ 〇 〇 〇 〇 
１. ０ｍ 〇 〇 〇 〇 
１. ５ｍ 〇 〇 〇 〇 
２. ０ｍ 〇 〇 〇 〇 
２. ５ｍ 〇 〇 △ 〇 
３. ０ｍ 〇 〇 △ 〇 
３. ５ｍ △ 〇 △ 〇 
４. ０ｍ × 〇 × 〇 
４. ５ｍ × 〇 × △ 
５. ０ｍ × 〇 × × 

凡例
〇：鮮明に判別可能なもの
△：不鮮明であるが，目盛り線があることは判別

できるもの
×：目盛り線が判別できないもの
※今回の評価は，目盛りの線が判別可能か否かの

観点のみで評価しており，線自体の太さを判断
可能か否かについてまで含めたものではない。

次頁の撮影結果（写真－２，写真－３）より，
今回使用した機材の条件においては 0.2 mm まで
判別可能とするには 2.0 ｍ程度の距離，1.0 mm
のひび割れを判別可能とするためには 4.0 ｍ程度
の撮影距離が限界との結果となりました。

したがって，現場条件などの関係でこれより大
きな離隔を確保して飛行を行う場合には，望遠レ
ンズによる撮影などを検討する必要があります。

�―
―

―
―

―
―

―
―

―

�

�―
―

―
―

―
―

―
―

―

�



●

18 JAGREE 94. 2017・11

（２）頭首工堰柱部のひび割れ撮影

過年度の機能診断調査で判明しているひび割れ
部を対象にドローンにて写真を撮影し，写真の画
像データ（写真－４，写真－５）からひび割れの
判別を行うために必要な撮影距離の検討を行いま
した。
１）撮影内容

構造物からの離隔距離を段階的に変化（図－２）
させた状態でひび割れ部を撮影。

今回の撮影（写真－６）では，４段階の距離と
しました。

写真－ 4　撮影写真（撮影距離 4.0 ｍ）

写真－ 5 ひび割れ部拡大（撮影距離 4.0 ｍ）

図－２　撮影位置図

写真－ 6　撮影状況

２）撮影結果
撮影結果の評価は，撮影対象である幅 0.3 mm

のひび割れが画像データ上の線として判別可能か
否かの観点にて評価しました。

写真－２　撮影写真（撮影距離 2.0 ｍ）

写真－３　撮影写真（撮影距離 4.0 ｍ）



●　ストックマネジメント　●

19JAGREE 94. 2017・11

表－３ ひび割れ撮影結果

撮影距離 撮影結果

2.0 ｍ 〇（幅 0.3 mm ひび割れ判別可）

3.0 ｍ 〇（幅 0.3 mm ひび割れ判別可）

4.0 ｍ 〇（幅 0.3 mm ひび割れ判別可）

5.0 ｍ 〇（幅 0.3 mm ひび割れ判別可）

上記の撮影結果（表－３）より，今回使用した
機材の条件においては，５ｍ程度離れた位置から
であっても，幅 0.3 mm のひび割れが過年度調査

（写真－５のチョーク部分）との比較により判別
可能でした。

先に行ったクラックスケールの撮影試験では，
5 ｍの距離があると目盛りの線が不明瞭になる傾
向でしたが，実際に構造物を撮影した場合には，
0.3 mm 程の細いひび割れでも判別可能でした。

この結果の違いは，被写体の照度や線と周囲の
コントラスト，色彩など，カメラの性能や撮影距
離以外の要素が関係していると考えられますが，
これらの要素が及ぼす影響については今後の検討
課題と考えています。

５．農業農村整備におけるドローンの活用
方策

先に述べた機能診断調査に関する導入検討の
他，農業農村整備事業全般の各段階における活用
検討を進めるため，所内各部署の各業務段階にお
いてドローンの活用を図っています。

本項では，現時点での当事務所における活用内
容の一部を紹介します。

（１）調査･計画（Plan）

営農・土地利用（図－３，写真－７），施設状
況調査，環境調査，事業計画策定等への活用を実
施。
（活用例）
土地利用把握にあたり，既存の台帳では区別で

きない普通畑と樹園地の利用状況を農地の上空か
ら撮影することで広範囲にわたり確認。

図－ 3　営農・土地利用調査

写真－ 7　土地利用状況の撮影

（２）工事（Do）

施工状況の確認，施工段階ごとの記録，事業誌
の基礎資料等への活用を実施。
（活用例）
工事の仮設計画作成に際し，現場全体を空撮す

ることで，図面では把握できない実際の現場全体
の状況，条件などを確認。また，工事の進捗状況
の確認（写真－ 8）にも活用。

写真－ 8　法面工事の仮設計画のための状況撮影
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（活用例）
農地整備事業での工事進捗状況（写真－ 9）の

確認。

【着工時】

【完成時】

写真－ 9　農地整備事業工事進捗状況撮影

（３）管理（See）

機能診断調査，河川協議，施設状況調査等への
活用を実施。
（活用例）
ダムの試験湛水状況・堤体の変状，貯水池法面

の崩壊状況，干拓事業地区施設の状況などを確認。
（写真－ 10，写真－ 11）

写真－ 10　ダム試験湛水状況撮影

写真－ 11　干拓事業地区施設状況撮影

（４）その他

災害：現場被害状況，現状地形の把握
（活用例）農地・農業用施設等の被害に関する

初期情報の収集。地滑り崩落面積及び斜面崩壊量
の把握。（写真－ 12）農地浸水・崩落・流出面積
の把握。（写真－ 13 ①，②）

写真－ 12　道路の裏面崩壊状況撮影

写真－ 13 ①　H29 年 7 月九州北部豪雨撮
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写真－ 13 ②　H29 年 7 月九州北部豪雨撮影

６．農業農村整備におけるドローン活用の
今後の可能性

（１）３次元データの活用

写真から SfM ソフトを利用することで３次元
データを作成し，ひび割れ把握等機能診断のみで
はなく，土工量計算，施工管理（出来形管理），
完成検査への適応が可能と考えています。（図－
４）

（２）その他活用の可能性

１）ため池貯水量調査：水位低下に合わせて
３次元モデルを作成することで貯水量を把握
し，堤体の改修設計を行うための調査への活
用が検討されています。

２）堆砂量調査：グリーンレーザー搭載による
直接測深（レーザー測量）により堆砂量を把
握する研究が進んでいます。

３）水質調査：可視･近赤外･サーモカメラ撮影
によるクロロフィルの発生を予測し，将来的
にはアオコ発生の簡易予測が可能と考えられ
ています。

４）漏水調査：水が近赤外線を反射しないため，
熱赤外線カメラにより漏水調査への活用が検
討されています。

７．農業農村整備事業への小型無人機
（UAV）の活用に関する研修等の実施

当センターでは，これまで対応可能な要請に応
じて国営事業所，県，市町村，土地改良区に対し，
ドローンの利活用のための研修を行ってきました。

図－４　S ｆ M ソフトを利用した３次元データの活用イメージ
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写真－ 14　西関東土地改良調査管理事務所
（参集：国営事業所，静岡県，土地改良区，市町村）

写真－ 15　千葉県我孫子市「水の館」
（参集：千葉県，土地改良区，市町村）

写真－ 16　利根川水系土地改良調査管理事務所
（参集：災害時に派遣が想定される水土里派遣隊）

写真－ 17　北海道開発局旭川開発建設部
（参集：北海道開発局内関係部局（施設保全研修会にて））

８．おわりに

現在，本事務所で推進している「大学レンケイ」
のテーマの一つの「ドローン活用方策に関する調
査」と「ドローン推進 G」の活動成果を踏まえ，
業務の最適化，効率化に向けた Plan，Do，See
各段階における活用方策を整理した「農業農村整
備におけるドローンの活用参考案」，「UAV を活
用した機能診断マニュアル素案」を作成予定です。
これらマニュアルは関係者へ可能な限り情報提供
させていただくこととしています。今後も農業農
村整備におけるドローン活用の検討をスピード感
をもって進め，その中で生じるコスト削減，品質
の確保，安全性などの課題もクリアにしていきた
いと考えています。

【参考文献】　UAV による河川調査・管理への活用の手引
き（案）：H28.3 国土交通省東北地方整備局
東北技術事務所


