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１　はじめに

現在、建設工事の現場では、建設労働者の不

足や技術・ノウハウの継承といった多くの課題

に直面しています。これを解決するための手段

の一つとして、大きなイノベーションが起きつ

つあります。それが「i-Construction」と呼ばれる

取り組みです。ドローンⅰ、ＲＯＶⅱ、ＩＣＴⅲ 、

ＩｏＴⅳをはじめとする革新的技術の工事現場

への導入が進められています。i-Construction

の推進により、建設工事の生産性を高め、魅

力的な建設現場を創出することが期待されてい

ます。他の機関と同じく、水資源機構において

も、こうした技術的潮流の変化を的確にとらえ、

i-Constructionを推進しています。

水資源機構は、これまで建設事業を主体と

する組織でしたが、近年では管理業務が主体

の組織へとシフトしつつあります。水資源機

構の業務の軸足が移り行く中で、高度経済成

長期に建設したダム、水路などは完成後半世

紀以上が経過しようとしていて、老朽化への

対応にも迫られています。

このような現状を踏まえ、管理業務におけ

る新技術導入の取り組みが重要と考え、前述

したi-Construction に加えて、「i-Management」

に力を注いでいます。例えば、管理操作のし

やすい方法、操作ミスを抑止する方法、予防

保全による機器のマネジメントなどについて

調査・研究し、改善を図っていくことが重

要と考えています。この独自の取り組みを

「i-Construction ＆ Management」と名付けて、

積極的に展開しています。特にi-Management

に関する取り組みについて詳しく紹介します。
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ⅰ　遠隔操作、自律飛行が可能な無人航空機
ⅱ　Remotely Operated Vehicle：遠隔操作無人機
ⅲ　Information Communication Technology：情報通信技術
ⅳ　Internet of Things：物のインターネット
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～水資源機構の新技術活用の取り組み～



２　新技術の活用事例

（1）ドローン、ＲＯＶの活用事例

①調査・点検へのドローンの活用
遠隔操作、自律飛行が可能な小型ＵＡＶⅴを「ド

ローン」と呼んでいます。飛行時の安定性に優れ

た機体技術の開発により、ここ数年で急速に普

及しました。災害調査や土木分野のみならず、

社会生活に関わる多方面で利用されています。

様々な方向、角度からの映像情報を安全に取

得できるドローンは、道路のない場所や急傾斜

地など人が容易に立ち入れない場合に有効で

す。貯水池全域など広範囲を対象とする場合に

は、搭載する電池容量の制約からやや不向きと

も言えますが、水資源機構では容易に空中撮影

できるという特徴を活かして、業務に活用して

います。

＜法面対策工の初期点検＞
施工後20年以上経過した法面対策工（グラウ

ンドアンカー工・法枠工）では、経年的な劣化

が一部で進行しています。既存の法面対策工の

緊急対策や詳細な健全性調査の必要性を評価す

るための前段となる初期点検へのドローンの適

用性を検討しました。試行の結果、アンカー頭

部のコンクリートブロックや法枠の劣化状況の

有無や程度などの把握に十分な画像を取得する

ことができました。

また、調査の条件にもよりますが、従来方法

と比べてコスト縮減に寄与することが期待でき

ます。

法面対策工の点検状況（動画）
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ⅴ　Unmanned Aerial Vehicle：無人航空機
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この特集では、▶のマークがついたところでは
スマートフォンをかざすと、ＡＲ動画を観るこ
とができます。
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＜ロックフィルダム堤体表面部の現況調査＞
一般に、ロックフィルダムの堤体表面を保護

する岩石であるリップラップ材は、波浪浸食や

堤体材料の風化を防止する表面保護材としての

機能が求められます。岩屋ダムでは、ドローン

による撮影画像からリップラップ材の粒度分布

を算定し、現況を評価したところ、堤体表面の

保護材としての健全性が確認できました。右に

調査結果の一例を示します。

＜ダム貯水池周辺の調査＞
ダム貯水池周辺の不安定化した斜面に関

する現地踏査は、状況によっては多大な危

険を伴います。徳山ダムでは、堤体から約

11km上流にある不安定化した斜面におい

て、ドローンによる概略調査を試みました。

その結果、遠方からの目視では確認でき

なかった広範囲で俯瞰的な情報や、危険で

人が近づくことができなかった箇所の詳し

い情報を得ることができました。ドローンによ

る概略調査と人による現地踏査を併用すること

により、さらなる斜面の不安定化リスクがある

範囲を高精度に見積もることができました。

また、徳山ダムでは、貯水池への土砂や濁水

の流入抑制を目的として、ダム貯水池に沿って

設置する樹林帯と呼ばれる帯状の湖畔林を整備

しています。これをドローンにより空中から撮

影し、撮影画像をもとに作成した樹林帯の植生

図を用いて、今後の樹林帯の維持管理に活用し

たいと考えています。

樹林帯の撮影画像（上）と植生図（下）→

不安定化した斜面の概略調査状況（動画）

粒度分析結果
↓

←ドローンによる撮影画像
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②水中作業へのＲＯＶの活用
建設年代が古いものを中心に、修理用ゲー

トを有していないダムにおける利水放流設備

（ゲート、バルブ等）の補修・更新が喫緊の課題

となっています。このような場合、貯水池側か

ら利水放流設備への水の流入を防ぐため、止水

蓋を設置すること、あるいは貯水位を低下させ

ることが必要となります。

水資源機構では、民間企業と共同で、利水放

流設備の呑
の み く ち

口（放流管、充水管）に止水蓋の設

置・撤去作業をＲＯＶの遠隔操作で行える施工

技術を開発し、平成28年８月に特許を取得し

ました。この技術開発により、貯水位の低下操

作や潜水士による水中作業が不要となります。

（2）ＩＣＴの活用

①ＨＭＤの活用
双方向通信やカメラ機能付きＨＭＤⅵの活用

も進んでいます。琵琶湖開発事業では、琵琶湖

一円に点在する排水機場の故障・不具合が発生

した場合に、遠隔地から現場の状況を把握した

上で技術サポートを可能とするシステムを導入

しています。これにより、例えば事務系職員の

ように、技術的な専門知識を持たない職員で

あっても、最低限の不具合に対応できるように

なりました。今後は、復旧作業の確実性、安全

性、迅速性のさらなる向上を目指します。

なお、ＨＭＤのダムにおける防災業務への活

用については、現在、徳山ダムにおいて検討を

行っているところであり、平成29年度からの

試行運用を予定しています。

小石原川ダム環境保全対策検討委員会　クマタカ部会の開催

ＨＭＤを用いた遠隔作業支援（動画）

止水蓋（写真右）とともに推進するＲＯＶ

従来工法とＲＯＶを用いた新工法の違い

バルブ

作業台船

潜水士による従来工法

充水管

放流設備止水蓋

潜水士

ゲ
ー
ト

バルブ

ゲ
ー
ト

作業台船

ROV を用いた新工法

充水管

放流設備止水蓋

ROV
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ⅵ　Head Mount Display：頭部装着ディスプレイ
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②ＡＲを活用した操作手順のナビゲーション
排水機場の運転操作については手順が定型化

されています。そこで、琵琶湖開発事業では、

画像・音声を電子化し、ＡＲⅶを利用して操作

手順をナビゲートするシステムを導入しました。

これは、設備を管理するために必要となる操

作のノウハウを標準的な手順としてシナリオ化す

ることにより、操作に慣れていない職員の支援を

図るものです。具体的には、操作現場にあらかじ

め貼り付けたＡＲマーカーや操作盤の銘板など操

作箇所の特徴点をタブレット端末のカメラ機能を

使って読み込むと、シナリオ化した操作手順の画

像・音声がタブレット端末に表示されます。

操作記録は、タブレット端末に入力するとクラ

ウドサーバに保存・管理されて自動的に帳票化す

ることができます。これまでは、まず現場で操作

記録を紙に記入し、事務所に戻ってからこれを電

子データとして入力していたので、文字起こしの

手間を省くことができるようになりました。また、

設備の異常などにより決められた操作手順とは異

なる操作結果が入力された場合には、不具合対

応に移行するよう工夫をしています。

このシステムの導入により、管理所の全職員

が、職種を問わず、安全に迅速かつ的確な運転

操作をできるようになることを目指します。

 

③機械設備管理支援システム
早

さ

明
め

浦
う ら

ダム、池田ダム、新宮ダム、富
と み さ と

郷ダム

を総合管理する池田総合管理所では、機械設備

の保全を効率化するとともに、経験の浅い職員

に対するサポートを視野に入れて、機械設備管

理支援システムを導入しました。

このシステムでは、遠隔地にあるダムの現場

と総合管理所のタブレット端末同士で同時に次

のことを行えることから、より迅速で、より正

確な情報共有が可能となっています。

1） 月点検・年点検等の現地でのデータ入力・

閲覧

2）電流値等の点検計測データの良否判定

3）運転データの現地入力・閲覧・報告

4） 異常発生報告、出水、地震時点検表の現

地での入力・閲覧・報告

5）完成図書・図面の閲覧

6） 監督員と点検業者間の相互確認（承認判

定機能）

7） 点検結果、報告書等への署名、メモの手

書き入力

8） 写真自動保存、管理データ入力の自動グ

ラフ化

9）機械設備保全システム等へのデータ入力

10） 既存のタブレット端末が有する機能（テ

レビ電話、写真・ビデオ撮影、メール等）
ＡＲによりタブレット端末に表示された操作手順

タブレット端末でＡＲを認識させる様子
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ⅶ　Augmented Reality：拡張現実 



このシステムでは市販のＷＥＢアプリを採
用したことから、導入費用を低く抑えること
ができました。WEBアプリは、点検表などの
エクセルで作成したデータをタブレット端末
のインターネットブラウザ上で表示できるよ
うに変換する機能、プルダウンメニューから
選択する機能や文字入力する機能などを有し
ています。
タブレット端末から入力したデータは、入
力がされ次第、他のタブレット端末からも閲
覧ができ、即時に情報共有が図られます。山
間部やダム堤体内のように電波が届かない場
所では、データをタブレット端末に一時保存
することにより、情報を入力し、電波が届く
場所に戻ったら自動的に同期することができ
ます。
なお、池田総合管理所を管轄する関西・吉
野川支社吉野川本部では、平成29年度以降こ
の取り組みを管内全域に展開する予定です。

（3）ＩｏＴ関連の新たな試行

①水路関連施設の状態監視
房総導水路事業では、点検業務の省力化、
状態監視の強化、将来的な施設の劣化診断へ
の準備を目的に、センサーなどを利用して、
常時稼働する横芝揚水機場のポンプ設備の状
態（加速度、振幅等）のリアルタイム監視を
試行します。
これにより期待される効果としては、設備
故障の未然防止、異常対応の迅速化、巡視点
検や定期点検業務における計測作業の省力化
があります。将来的には劣化診断への展開も
考えています。
これまでの取り組みとしては、点検項目の
見直しに取り組み、センサーによる監視項目

を選定しました。今後はポンプ設備の更新に
合わせて、新たな監視システムを導入してい
く予定です。

②ロックフィルダム付帯設備の状態監視
現在建設中の小石原川ダムでは、取水設備・
利水放流設備の開閉装置において、設備管理
の指標となる温度、振動、電圧、電流などの
値を自動で計測する状態監視に取り組んでい
きます。
これにより、機器の状態を定量的に判断す
る機器の劣化診断、記録作業での人為的な記
載誤り・読み値のばらつきを排除するなど維
持管理の効率化、熟練作業者以外の職員に対
する運転操作・故障復旧の支援を図っていく
予定です。

３．おわりに

水資源機構は、従来からＩＣＴツールなどを
試行的に取り入れながら、業務の一層の効率化
に取り組んできました。
今般、そのような先進的な取り組みを
i-Construction＆Managementの中に改めて位
置づけて、これまで一部の事務所でのみ試行し
ていた取り組みの水平展開を図るなど、今後は
全社的にその積極的な推進に努めていきます。
ここでご紹介した新しい技術の活用事例は取

り組みのほんの一例であり、例えば、ＡＩⅷによ
るデータ分析などの最新技術の動向に目を向け
て、良いものを積極的に取り入れながら、今後
も業務のさらなる効率化を図ってまいります。
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ⅷ　Artificial Intelligence：人工知能
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