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はじめに1
近年のAI（Artificial Intelligence：人工知能）技術

の発展は著しく、特に2010年代に登場した最新技術
である「深層学習（ディープラーニング）」により、画
像や音声等の非構造化データを含む大量のデータの
中から有意な情報を抽出し、新たな価値等の創出を
図ろうとする研究開発が、国内外の企業や研究機関
において盛んに進められている1）。当社が属する建
設コンサルタント業界においても、国土交通省や地
方自治体のプロポーザルにおいて、社会インフラ維
持管理の高度化、河川の洪水予測等への深層学習の
活用検討業務が増加している。また、各建設コンサル
タント企業において深層学習等のAIを活用し、自社
の業務効率化を検討する専門部署が設置され始めて
いる。

そのような状況の中、当社は2018年4月に「AIソ
リューション室」を設置し、「①業務における技術検
討支援」、「②社内事務の効率化」を主な目的として、
深層学習等のAIの活用・開発検討を進めている。本稿
では、「①業務における技術検討支援」の一例として、
下記2事例の検討内容について紹介する。

・ダム流域の洪水予測モデルの開発（2章）
・ 単路・交差点を対象とした交通量調査モデルの

開発（3章）

ダム流域の洪水予測モデルの開発2
2．1　目的

ダム管理の現場では、洪水規模に応じて洪水調節
操作、事前放流操作、異常洪水時特別防災操作等の
様々な操作が求められる。これらの操作によるダム
貯水量や下流の河川水位への影響を最小限にするた
め、高精度なダム流入量や下流河川水位の予測が必
要となる。

そこで当社では、深層学習の一種であるディープ
ニューラルネットワーク（Deep Neural Network

（以下DNN））を活用し、洪水時のダム流入量と下流
河川水位の予測精度向上に取り組んでいる。

2．2　対象流域の概要と水文データの整理
（1）モデルダムと予測項目

モデルダムとして、独立行政法人 水資源機構が管
理するダムの中からAIの学習に必要な水文資料が充
実している一庫ダム（兵庫県加古川市）（図−1）を選
定した。予測項目は①ダム流入量、②ダム下流10km
に位置する水位観測局水位（以下、下流水位）として
いる。下流水位地点は水系の中流部、ダム下流5kmの
ところで本川流域が合流し、更に下流5kmに位置す
る地点である。下流水位地点は岩河床であり、河床変
動はほとんどみられない。
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（2）学習データとして使用した水文データ
1）一庫ダムにおける出水データ

一庫ダム運用開始以降（1983年〜2017年）の河川
水位、雨量、ダム諸量データを収集し、過去に洪水調
節を実施した15洪水に、流域平均の総雨量が30mm
を超える25洪水を追加した合計40洪水をDNNモデ
ルの学習データとして使用している。
2）入力要素の相関分析

DNNモデルの構築に適した説明変数を選定する
ため、一庫ダムにおけるダム流入量、下流水位を目的
変数とした各種水文データとの相関分析（図−2）を
行い、流出特性を分析した。その結果、いずれも流域
平均雨量及び流域平均累加雨量との相関が高い結果
となった。これより、上記の40洪水データの中から
表−1の説明変数を選定している。

2．3　 深層学習モデルによる長時間予測手法の構築
（1）DNNモデルの検討

上記の学習データを用いて、DNNによるダム流入
量、下流水位の48時間後予測モデルについて検討し

ている。DNNモデルの予測精度は、入力に用いる説
明変数やハイパーパラメータ（中間層の層数、活性化
関数、損失関数、最適化関数等の人力で設定するパラ
メータ）に左右される。そのため、説明変数やハイ
パーパラメータの組合せ感度分析を行い、最も精度
の良い組合せを選定している。

モデルの評価指標としては、図−3に示すとおり、
洪水予測分野の代表的な精度評価指標である①
RMSE（2乗平均平方根誤差）、②Nash-Sutcliffe係
数、③流出ボリューム誤差（※ダム流入量のみ）、④
ピーク流入量・水位相対誤差を使用している。

また、学習の際は40洪水のうち39洪水を訓練デー
タとしてモデルを学習させ、テストデータの1洪水を
対象に、ダム流入量と下流水位の予測精度検証を
行っており、テストデータは以下の観点より2017年
10月洪水を選定している。
【テストデータの選定理由】

・ 対象洪水の内、最大ピーク流量と最小ピーク
流量の中間程度のピーク流量を持つ

・ データの期間や精度を考慮し直近に生起

図−1　一庫ダム流域図とダム諸元

図−2　目的変数との相関分析

①RMSE（2乗平均平方根誤差） ②Nash-Sutcliffe係数

③流出ボリューム誤差 ④ピーク流入量・水位相対誤差
図−3　DNNによる洪水予測モデルの評価指標

ダム流入量予測 下流水位予測
【説明変数】
（1）ダム流入量（実績値）
（2） 流域平均雨量（実績値・予測

値）
（3） 流域平均累加雨量（実績値・

予測値）

【時間設定】
（1）（2）（3）の実績値：

0〜6時間前
（2）（3）の予測値：

48時間後（モデル①）
 1時間後（モデル②）

【説明変数】
（1）下流水位（実績値）
（2）ダム放流量（実績値）
（3） 流域平均雨量（実績値・予測

値、ダム流域を除く）
（4） 流域平均累加雨量（実績値・

予測値、ダム流域を除く）

【時間設定】
（1）（2）（3）（4）の実績値：

0〜6時間前
（3）（4）の予測値：

48時間後（モデル①）
 1時間後（モデル②）

表−1　モデル入力値用の説明変数



● 119号 59

Part 3　建設関連企業の取り組み 1
2
3
4

・ 降雨及び洪水波形が1山（精度確認のため、2山
洪水など複雑でない洪水を対象）

（2）DNNモデルの構築
本検討では、図−4に示すとおり、1時間毎に48時

間先まで予測するモデル①、現時刻から1時間後、計
算結果により2時間後…を繰り返し48時間先まで予

測するモデル②の2種類DNNモデルを構築している。
また、入力値である説明変数は、相関分析結果にお

いて相関の高かった表−1の項目を設定している。こ
れらを用いて、入出力データ及びハイパーパラメー
タの組合せを変更し、訓練データによる学習とテス
トデータによる予測精度検証を行った。その結果、表
−2と図−5に示すように、深層学習の活用により、

図−4　DNNによる2種類の洪水予測モデル

項目 予測精度
評価指標

検討
パターン

ダム流入量 下流水位
モデル① モデル② モデル① モデル②

テストデータに
対する解析結果

（各ケース5回実施）

RMSE

平均
（標準偏差）

10.0319
（0.4115）

14.2351
（1.6951）

0.1652
（0.0160）

0.2587
（0.0534）

Nash-Sutcriffe係数 0.858
（0.0651）

0.874
（0.1320）

0.896
（0.0450）

0.910
（0.0300）

流出ボリューム誤差 0.0987
（0.0089）

-0.0323
（0.0844） − −

ピーク流入量
水位相対誤差

0.0651
（0.0223）

0.1071
（0.0511）

0.0310
（0.0171）

0.0218
（0.0198）

表−2　解析モデル① ②（ダム流入量及び下流水位）において最も予測精度が高かったハイパーパラメータの組合せ

図−5　解析モデル① ②のテストデータ（2017年10月洪水）に対する予測結果（任意の3点からの48時間後予測結果）
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従来の洪水予測では困難であった48時間という長
期予測の高精度化が可能になり、効果的なダム操作
が実施できる可能性を見出した。

単路・交差点を対象とした交通量
調査モデルの開発3

3．1　目的
交通対策や道路計画等の道路交通に関する検討・

立案を行うためには、自動車や自転車の交通挙動、交
通量等の交通実態を精緻に把握することが必要不可
欠である。しかしながら、交通量調査に着目した場
合、現状では調査対象地点における「ビデオ動画の目
視計測」や「調査員による現場での人手観測」が主な
調査方法となっており、「データ取得・分析に多大な
時間と費用を要する」、「目視判定による調査結果の
精度にばらつきがある」等の課題が多い。

以上を踏まえて当社では、従来の交通量調査の課題
を解決し、調査を自動化するための深層学習による交通
量調査モデルの検討・開発に取り組んでいる（表−3）。

3．2　交通量調査モデルの概要
本モデルは、深層学習の1種であり、自動運転や医

療診断等の分野で高度な画像解析能力を発揮してい
る「CNN（畳み込みニューラルネットワーク）」によ
り、調査対象地点を撮影したカメラ動画、または既設

のCCTV映像等を解析し、交通量を自動で計測する
ものである。本モデルの画面サンプルとモデルの機
能を図−6に示す。

（1）車両検出機能
交通量調査の対象地点の動画を読み取り、画面上

に存在する車両を、車種別に検出する機能である。本
モデルでは、車種を「乗用車」、「貨物車」、「バス」の3種
類に分類しており、該当する車種を予測して車両の
検出を行う。検出された車両は車種別に矩形で区切
られ、車種名、その車種である予測確率と併せて画面
上に表示される（図−6、①参照）。

従来の交通量調査
【調査方法】
・ビデオ動画の目視計測
・現場での人手観測

【特徴】
（1）データ分析に要する多大な時間と費用
（2）目視判定による調査制度のばらつき
（3）短期間の計測に起因するサンプルの不足

深層学習による交通量調査モデル
【調査方法】
・深層学習による画像解析処理により、ビデオ動画から自動計測

【特徴】
（1）自動計測による調査作業の効率化
（2）人的要因による調査精度のばらつき抑制
（3）長期間の調査・解析による連続的なデータ取得

表−3　従来の調査手法と交通量調査モデルの比較

図−6　交通量調査モデルの画面サンプルと機能一覧
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（2）車線別の交通量計測機能
車両検出機能により検出した車両から、対象地点

における車両通過台数を車線別に計測する機能であ
る（図−6、②参照）。車両検出機能による検出対象が

「乗用車」、「貨物車」、「バス」であることから、本モデ
ルはこの3車種の車両を対象に、合計台数を交通量と
して計測している。

ここで、図−6の例では、交差点に進入した車両を
車線別および進行方向別（直進、右折、左折）に計測し
ている。

（3）車両の走行軌跡表示機能
車両検出機能により検出した車両の走行軌跡を表

示する機能である（図−6、③参照）。検出した車両矩形
の中心点を画像に描写することで、対象地点における
各車両の走行軌跡を確認することができる。また、時間
経過とともに車両の走行軌跡が蓄積され、車線、進行方
向別の通行量を視覚的に把握することが可能である。

3．3　交通量調査モデルの活用事例
本稿では、実際の道路状況を撮影した動画を対象

に、開発した交通量調査モデルで解析を行った事例
を紹介する。

解析にあたり、道路構造等の違いによる車両検出、
計測精度の差を確認することを目的とし、「①車線

数、交通量が少なく、計測が比較的容易であると想定
される単路部（図−7）」、「②車線数、車両の出入りが
多く、計測が困難であると想定される交差点部（図−
8）」を対象としている。また、それぞれ約4分程度の
動画を用いて交通量計測を行っている。

（1）単路部における適用事例
単路部として対象とした地点は、図−7に示すよう

に片側2車線（右折レーンあり）であり、単純な道路構
造となっている。

図−7より、画像内に存在する車両を精度良く検出
していることが確認できる。また、動画内における車線
別の通過交通量については、現状のモデルにおいて
100％に近い精度での検出、計測結果が得られている。

（2）交差点部における適用事例
図−8に示すように、対象地点の交差点部は、交差

点に接続する流入・流出部の各車線が3〜5車線（右
折レーン、左折レーンあり）と、単路部と比較すると
複雑な道路構造となっている。

図−8より、交差点中央付近の車両については、車
両を精度良く検出できている一方で、横断歩道付近
の車両に関しては、検出することができていない車
両が複数存在している。また、複雑な道路構造である
ことから、車両同士が輻輳する場合があり、このよう

図−7　単路部における適用事例（走行軌跡は非表示）
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な場合についても検出できていない車両が確認され
た。また、動画内における車線別の交通量について
は、車両の輻輳等の要因から単路部よりは低下して
いるものの、7〜9割程度の精度での検出、計測結果
が得られている。

3．4　今後の方向性
現状の深層学習を活用した交通量調査モデルで

は、交差点部等の複雑な道路構造への適用には課題
が存在するものの、単路部等の比較的単純な道路構
造においては、人間と同レベルの精度で車両の検出、
交通量の計測が実施できる。

また、新たなデータをモデルに学習させることで、詳
細な車種判別やナンバープレート認識も可能になるこ
とが深層学習の利点である。今後、モデルの精度向上
検討と併せて、新規データの追加学習を行い、より多く
の知識を吸収することで、最終的には交通量調査業務
全般を任せられるレベルのモデル開発に取り組む。

さらに、計測した交通量と併せて警察が管理する
交通事故データも活用し、道路の現状分析だけでは
なく、将来的な事故発生箇所の予測を行い、街頭活動
の強化や道路改良を提案する深層学習モデルを開発
することで、交通安全の高度化への展開についても
進めていきたい。

おわりに4
本稿では、当社で取組中の建設コンサルタント業

への深層学習の活用事例として、洪水予測モデルと
交通量調査モデルの2事例について紹介した。現状、
両モデルともある程度精度の高い予測が可能であ
り、深層学習を活用することで当社業務の高度化・効
率化につながる可能性が見出せている。今後はモデ
ルの改良により、河川・道路の維持管理における費用
削減、防災力向上等につなげ、社会に貢献する技術開
発に取り組む。 また、 深層学習以外のAIやRPA

（Robotic Process Automation）についても活用検
討を行い、大幅な生産性向上を目指す予定である。
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図−8　交差点部における適用事例（走行軌跡は非表示）


