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 第 ４１ 号     (平成３０年１月４日発行) 

●技術紹介

＜i-Constructionに関する取組み ～ドローンを活用した事例～＞ 

弊社では、国土交通省が推進する i-ConstructionにおけるCIM（コンスト

ラクション・インフォメーション・モデリング）に対する取組の一環として、DJI
社の Phantom シリーズを本社・九州事務所・沖縄事務所に配備し、業務に

おいて活用しています。

１．ドローン使用のメリット 

ドローンで撮影した写真・動画を用いることにより以下のことが可能です。

特に、①陸上から確認できない防波堤の現況確認（被災状況の確認にも利用）や、②埋立中の濁り拡散状

況の確認等に威力を発揮します。また、③撮影した写真から3次元の地形・構造物データも作成可能で、例

えば④埋立地の残りの受入土量の算出等を行うことができます。

２．社内での技術開発、安全管理 

社内には、日本全域の港湾、海岸及び河川周辺の人口集中地区（DID地区）における目視外飛行について

航空局から許可・承認を得ている社員がいます。また、ドローンに関するワーキングを設置し、各部の代表

者が技術開発、安全管理（ヒヤリハット情報）等の情報共有、飛行訓練を行い、安全に配慮した管理・運用

を行っています。

写真1 Phantom４

②埋立中の濁りの拡散状況の確認 

③写真から3次元地形を作成 

④埋立地の残りの受入土量の算出 
※②のような写真情報を用いた解析 
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実際の施設の
空中写真 

施設を包括するようドーム状に
130枚の写真を撮影して合成

❑地形・構造物データの作成  ❑変状状況、材料等の判別 
❑生態観察          ❑波浪、濁り等の定点観測 

図1 ドローンで得られる情報とその活用例

①陸上から確認できない施設の現況確認 
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●回想録

＜思い出の景色 ～多摩川兵庫島河川公園～＞ 

40年以上にわたる長いコンサルタント経験の中で記憶に残る業務の一つが、今から30年ほ

ど前に携わった多摩川兵庫島河川公園の整備である。この河川公園は多摩川の河口から 20km
程上流の世田谷区二子玉川の地先に位置しており、広さは 43,000 ㎡ほどの、多摩川でも利用

者の多い公園の一つである。兵庫島の名の由来は、1358年、こんもりと樹林で覆われたこの島

に勇猛な武将であった由良兵庫助の遺体が流れ着いたことによる。

ところで、この島はその存続が危ぶまれた時期があった。それは、島の上に多摩川に合流

する野川の河道を通す計画が持ち上がったことによる。最終的にはこの計画は変更され、平らな河川に島と

樹林が重なり合う美しい河川景観が残された。

この河川公園の整備のコンセプトは、急激な都市化が進行する中で、人々が安全に水と親しめるよう、多

摩川の河道の平面形状をそのまま手本とし、縮小したものを整備することであった。ただし、そのまま縮小

したのでは川幅が狭くなりすぎるため、石組みの川幅は少し広くしている。また、兵庫島の上流側には、小

河内ダムをまねた枯山水の形状を造り、石組みの川には地下から水を汲み上げ流すこととし、流れ着くとこ

ろに東京湾に見立てたひょうたん池（池中央に渡河機能を確保）を配している。そしてひょうたん池の水は、

池の底から野川に放流される。

この公園は、石組みの川に流す水の確保の仕方に特徴がある。その仕組みは以下のようなものである。高

水敷（河川の横断方向）に100m以上にわたって直径1.1m、長さ2.5mほどの多孔の集水埋管を敷設し、そ

こに礫間から滲み出る伏流水を溜め込む。この集水埋管の周りには礫を充填し、さらにその周りを吸い出し

防止材で巻き込むことで、周辺の土砂の侵入をくい止めつつ、水を多く溜め込める改良を行った。このよう

な改良を施した集水埋管で溜め込んだ水を、昼間は水中ポンプで吸い上げ、石組みの川へ流す。この他、ひ

ょうたん池の下には、戦車が乗っても壊れないほど厚いコンクリートが敷かれている。これは洪水時の本川

の水位上昇による揚圧力に対抗するためである。ひょうたん池は砂利河原に設置されているため、本川の水

位が上がると、1m2当たり何トンもの揚圧力が池の床版を押し上げようとする。

このような幾つもの工夫により作られた公園は、今では石組みの川に地下から汲み上げられた水が流れ、

緩やかな風でゆらゆらと揺れる池の水面に、兵庫島の緑が倒景（とうけい）となって映り込み、穏やかでま

ったりとした空間を演出している。その景色を二子玉川駅の高いホームから一望すると、当時の思い出が呼

び起こされるとともに、人々に愛される整備に係わらせて頂いたことがうれしく思える。

石組みの流れ（多摩川）

Google Earth

枯山水（小河内ダム）

ひょうたん池

分電盤

兵庫島
二子玉川駅

集水埋管

技師長 森伊佐男
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●トピックス

＜日・伊沿岸防災に関する技術交流ワークショップ2017参加報告＞

１．ワークショップの概要 

 イタリアのベネツィアでは、「MOSE計画」として、高潮による浸水被害の防

止のためにフラップゲートの設置が2003年から進められており、2018年12月

に完成の予定です。今回のワークショップでは、日本国内のフラップゲート研究

グループがベネツィアを訪問し、フラップゲートによる沿岸防災技術に関する意

見交換を行うとともに、MOSE計画の現地視察を行いました。日本側からの参加

団体は、早稲田大学、全日本漁港建設協会、沿岸技術研究セ

ンター、港湾空港技術研究所、HITACHI ZOSEN EUROPE、
日立造船、弊社です。

≪意見交換会≫ 

 意見交換会は、平成29年9月18日と19日の午前に、ベ

ネツィアにあるConsorzio Venezia Nuova管理室において、

日伊双方のプレゼン及び質疑応答が実施されました。プレゼ

ンの内容は、日本側からは、「フラップゲートの沿岸災害への

適用」、「日本における沿岸防災インフラ」、「フラップゲート

式構造物の水理特性」、「フラップゲート式陸閘の実例紹介」、

「サロマ湖での流氷対策」、イタリア側からは、「MOSE計画

概要」、「フラップゲートの運用について」、「フラップゲート

のメンテナンス計画」です。以下に、イタリア側のプレゼン

により得られた情報を紹介します。

 日本の研究グループはメンテナンスフリーのフラップゲー

トの実現を目指しているので、毎年18基のメンテナンスを

行う計画に驚きを隠せませんでした。また、日本の研究グル

ープが、扉体の角度の測定をとても重要視していることが印

象的でした。

≪現地視察≫ 

 現地視察として、平成29年9月19日の午後にMOSE計画のLido inletの基礎ケーソンを訪問しました。

フラップゲート本体は海底に倒伏しているため見ることができませんが、基礎ケーソン内（図4）に入り、

図1 ワークショップ参加者

図2 浸水したドゥカーレ宮殿（1966年）

図3 フラップゲートを設置している inlet

基礎ケーソン内通路 作動用シリンダー

図4 基礎ケーソン内の施設

水理解析部 長谷川巌

【イタリア側のプレゼンにより得られた情報】

 水の都ベネツィアは高潮による浸水被害が度々発生して

おり、1966 年の浸水は 194cm に達した（図 2）。高潮災害

防止のため、図 3 に示す三つの inlet に幅 20m の扉体を合

計78個設置する。2017年9月時点では40個を設置済みで

ある。扉体の維持管理は、予備の扉体と入れ替えて、5年ご

とに簡易な検査・補修と、15 年ごとに本格的な補修を行う

計画である。そのため、毎年18基を陸揚げしてメンテナン

スを行う。これほどの高頻度で扉体の交換を可能とするた

めに、専用のジャッキアップ船を用意するとともに、基礎

ケーソンと扉体を容易に固定できる機構を採用している。
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扉体固定のためのヒンジ作動用シリンダーや扉体に空気を送るために配管などを確認しました。

２．弊社とフラップゲートの関わり 

 弊社の水理解析部は、平成16年から平成25年にかけて、縮小模型を用いたフラップゲートの水理模型実

験をお手伝いさせていただき、扉体の動作確認や、波浪作用時の衝撃力の緩和などを検討してきました。意

見交換会における日本側からのプレゼンでは、私が担当した水理模型実験も多く紹介されました。構造設計

部はフラップゲートの設計ライセンシーを取得し、フラップゲートの設計業務に携わっています。このよう

に弊社とフラップゲート研究グループの関わりは深く、今回のワークショップへの参加のお誘いをいただき

ました。ワークショップには水理解析部から長谷川と、構造設計部から石本が参加させていただきました。

３．水の都ベネツィア 

 ベネツィアへの到着日の半日と、出発日の朝には、ベネツィ

アを歩く時間がありました。また、早朝の散歩も街並みを知る

良い機会となりました。業務上の出張とは思えないような場所

に行くことができたのは、大変な役得ですね。世界遺産のベネ

ツィアは観光客が非常に多く、大型客船も毎日入出港していま

した。けた外れの観光資源の大きさに圧倒され続けましたが、

MOSE計画に莫大な費用をつぎ込むことを可能にしているの

は、観光資源の大きさによるものだろうと納得しました。
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図5 アカデミア橋からの早朝の眺め


