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2021 年 7 月 7 日 

八千代エンジニヤリング株式会社  

 

 

海ごみ問題解決に役立つ 
「川ごみ輸送量計測ソフトウェア・RIAD」を製品化 

7/7 から販売開始 
 
 

八千代エンジニヤリング㈱（本社：東京都台東区、資本金：4 億 5 千万円、代表取締役社長：出

水 重光）は、東京理科大学理工学部土木工学科・二瓶泰雄教授と片岡智哉助教（現 愛媛大学准教

授）との研究成果 1）を適用した、川ごみ輸送量計測ソフトウェアの「RIAD（River Image Analysis 

for Debris transport）」を製品化し、令和 3 年 7 月 7 日より、販売を開始します。 

 

詳細用 URL：https://www.yachiyo-eng.co.jp/government/pickup/RIAD/  

（販売価格：500,000 円/12 か月、400,000 円/6 か月） 

参考文献 1)T. Kataoka and Y. Nihei: Quantification of floating riverine macro-debris transport using an image processing 

approach, Scientific Reports, Vol.10, No.1, pp.1-11, 2020. 

 
 

１．川ごみモニタリングの重要性と課題 

＜川ごみモニタリングの重要性について＞ 

海洋プラスチックは世界的な環境問題として注目されており、SDGs14 の指標でも「浮遊プラス

✔川ごみ輸送量計測ソフトウェア「RIAD」の特徴 

・ 海洋ごみの起源の約8割とされる陸域から河川経由で海域に流出するプラスチックごみ量

を、観測が大変な出水時を含めて計測することが可能となります。 

・ これにより、「どの河川でごみ発生量が多いか？」、「どのようなタイミングでごみが海に

流出するか？」、「重点的にごみ削減対策を行うべきエリアはどこか？」に関するデータを

取得することができます。 

・ 従来、川ごみは出水時に大量に流出するため、計測には多くの労力とコストが必要で、作業

の危険性も高かったが、本ソフトを用いれば、川ごみ輸送量計測を安全で、かつ、大幅な省

人化・低コスト化を実現できます。 

・ 本ソフトの解析技術により、川ごみ（河川水表面を流れる浮遊ごみ）に対して、プラスチッ

クなどの人工系ごみと草や枝などの自然系ごみに分類して、海域への輸送量を算定すること

が可能となります。 

https://www.yachiyo-eng.co.jp/government/pickup/RIAD/


 
 

 

報道関係各位 

八千代エンジニヤリング株式会社 Yachiyo Engineering Co., Ltd 

〒111-8648 東京都台東区浅草橋 5-20-8 CS タワー（5-20-8, ASAKUSABASHI, TAITO-KU, TOKYO, JAPAN） 

T E L：03-5822-2825  F A X：03-5822-2787  www.yachiyo-eng.co.jp 

担 当：経営企画部 秘書・広報課 遊佐・藤井   MAIL：yec-public-relations@yachiyo-eng.co.jp 

 

チックごみの密度」として掲げられております。また、G20 大阪ブルー・オーシャン・ビジョンに

て、2050 年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染をゼロにすることが共有されました。

海洋プラスチックの大部分は陸域から河川経由で海まで輸送・流出しており、プラスチックごみ問

題に対応するための基礎資料として、河川の浮遊ごみ（川ごみ）の輸送量をモニタリングすること

は必須となります。また、NPO や企業の活動として、河川敷の清掃活動を実施しておりますが、そ

の活動の効果を把握するためにも、川ごみモニタリングは必要です。 

 

＜課題＞ 

川ごみ輸送量の観測方法としては、従来、直接的なサンプリング（図１）等により実施されてい

ますが、安全面や作業負担、コスト面が課題として挙げられます。また、川ごみは出水時に多く流

出するため、急な対応が難しい出水時を含む連続的・効率的なモニタリングシステムの整備が急務

です。 

 

図１ 従来の川ごみ輸送量調査時の模式図 

 

２．RIAD の特徴、優位性 

＜特徴＞ 

従来の課題を解消する川ごみ輸送量観測方法として、川ごみの多くが水表面を浮遊することに着

目し、「河川水表面の動画撮影」と「得られた動画データに対する画像解析に基づく川ごみ輸送量の

計測」から構成される川ごみ輸送量観測法を構築しています（図２）。今回は、この観測法の肝とな

る画像解析の新技術として、川ごみ輸送量計測ソフトウェア「RIAD」を開発しました。 

RIAD では、①水表面上の川ごみの判別と、②川ごみの移動量の算出、の 2 ステップから成ります

（図３）。①では、動画を任意のフレームレートで静止画に分割し（“元画像”）、この元画像に対し

て平滑化処理を施した“背景画像”を作成します。この元画像と背景画像における各画素の色情報

の差（色差※１）を算出し、その結果から川ごみと水面を判別し、水表面上における川ごみの面積を

求めます。川ごみの中身としては、プラスチックなどの人工系ごみと、草や枝などの自然系ごみの
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2 種類の判別も本ソフトウェアでは可能です。次に、②におけるごみ移動量を求めるために、①で

川ごみ判別された後の画像をフレーム間で比較し、その類似度から移動量を求めるテンプレートマ

ッチング法※２）を用いて、川ごみの移動量を計算し、最終的に川ごみ（人工系・自然系ごみ）の輸

送量を算定します。また、RIAD を一般ユーザーでも使いやすい GUI※３）環境に整備したものが、今

回販売する製品となります。 

なお、上記の「河川水表面の動画撮影」では、市販のデジタルビデオカメラを用いて河川水表面

を鉛直方向にて撮影するだけで、十分川ごみ輸送量計測が可能です。また、IP カメラを用いて自動・

連続的な河川水表面の撮影により、リモートで川ごみ輸送量のモニタリングも可能となります。 

 

 

図２ 従来の課題を解消する川ごみ輸送量観測方法 

 

 
(a) 川ごみ（人工系・自然系ごみ）の判別 

 

 

(b) テンプレートマッチング法を用いた川ごみ移動量の算定 

図３ RIAD における川ごみ輸送量計測の概要 
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＜優位性＞ 

（１）安全で確実な川ごみ観測の実現 

 RIAD を用いた画像解析を行うことにより、カメラによる河川水表面の動画撮影を行うのみで、川

ごみ輸送量の計測が具現化できます。これは、既往の観測方法である直接サンプリング（図１）と

比べて、観測方法の安全性や確実性を大幅に向上できます。また、ネットワークカメラや太陽光パ

ネル、バッテリーを用いることにより、カメラによる河川水表面の自動・連続撮影が可能となるた

め、川ごみ観測法の無人化・自動化を実現しつつ、長期連続観測も可能となります（図４）。これに

より、発生の予測が容易ではない出水時の観測も、確実に実施できます。 

 

（２）川ごみ輸送量の時間変化を把握 

川ごみに対して、直接サンプリング等による観測手法では、川ごみ輸送量の詳細な調査実施には限

界があります。本ソフトを適用した場合、動画データを用いることにより、細かい時間解像度にて、

ごみ輸送量の解析を実施することができます。そのため、出水時における川ごみ輸送量の時間変化

を詳細にとらえることが可能となります（図５）。 

 
図４ ネットワークカメラと太陽光パネルを用いた長期連続観測の様子 

 

 
図５ RIAD による解析結果例 
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（３）計算実施のための環境構築（ソフトのインストール等）は不要 

本ソフトは、クラウドサービスであり、インターネットが利用できる環境下であれば、市販の PC

にて計算条件の入力、計算実行、結果の出力を実施できます。 

 

３．期待される効果と今後の展望 

RIAD を用いることにより、川ごみ輸送量把握のための作業の効率化や、安全性が向上します。そ

のため、日本全体から川ごみ流出量の算定への実現可能性が高くなります。さらに、陸域でのごみ

流出対策を実施し、その効果を測定していく上でも、RIAD は科学的な根拠に基づいた有効なツール

となり得ます。 

現在は、川ごみを人工系ごみと自然系ごみの 2 つに分類していますが、今後は人工系ごみの中か

らプラスチックごみを抽出するなど、分類精度を向上させる予定です。 

 
 
 
 
■RIAD 製品についてのお問い合わせ先 

八千代エンジニヤリング株式会社 

RIAD システム開発係 

riad-system-support@yachiyo-eng.co.jp 

 

  

mailto:riad-system-support@yachiyo-eng.co.jp
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用語説明 

 

１．色差 

 元画像と平滑化した画像の色の違いを表現するために、色差の知覚的な均一性を得ることが可

能な CIE Luv 色空間を用いて、色差ΔE を算定します。ΔE は以下のように表されます。 

 

∆𝐸𝐸 = �(𝐿𝐿1∗ − 𝐿𝐿2∗ )2 + (𝑢𝑢1∗ − 𝑢𝑢2∗)2 + (𝑣𝑣1∗ − 𝑣𝑣2∗)2 

 

添え字の 1、2 は元の画像と平滑化された画像を示しており、𝐿𝐿∗は明度、𝑢𝑢∗と𝑣𝑣∗は赤緑、黄青の彩

度となります。 

 

２．テンプレートマッチング法 

 画像中に、別途作成したテンプレートと類似したものが存在するか否かを検出する方法です。

テンプレートを移動させながら、類似性の高い画像を探します。 

 

 

参考図２ テンプレートマッチングのイメージ図 

 

 
３．GUI（Graphical User Interface） 
 キーボードやマウスを使って、コンピュータ画面上のアイコン、ボタン、プルダウンメニュー等
を操作する事です。 

テンプレート

画像上を移動させ，
類似性の高い画像を探し出す
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