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」
核 に す る た め 社 名 を「 Meta
に変更しました。またマイクロ

では、ＡＩ、５Ｇ、クラウド、メタバ
ース、ＶＲ、３Ｄデータ（点群モデル）

るため、米ゲーム大手アクティ

ソフトも、メタバースに注力す

組みを行っています。またこれらの技

ビジョン・ブリザードを六八七

等の技術開発や社会実装に向けた取り
術を用いた新しい研修コンテンツの作

るなど、多くの企業がメタバー

億ドル（七・八兆円）で買収す

本稿では当整備局の取り組みの中か

ス分野に注目し、多額の資金を

成・実施を行っています。
ら、
「建設分野のメタバース技術の開

投じています。

副センター長

インフラDX推進室（新設）４名体制

・インフラDX人材育成センターの運営

図１．九州インフラＤＸ推進センター（インフラＤＸ推進室）の体制

三年七月には「河川ＣＩＭ標準化検討

携し取り組みを行ってきました。令和

りの推進」についての協定を締結、連

木研究所と「ＶＲ技術を用いた川づく

令和元年六月には国立研究開発法人土

九州技術事務所にＶＲ研究室を設置。

月に優れたＶＲ技術を開発するため、

企画調整官

のＤ Ｘ 推 進 に向 け て

九州地方整備局では、平成三〇年六

を活用する取り組みを行っています。

を用いて、インフラ整備にメタバース

使用されている技術（ゲームエンジン）

ナイト（三・五～四億人が参加）
」にも

きなメタバースといわれる「フォート

九州地方整備局では、最も規模が大

発と社会実装」
、
「災害対応のデジタル
化の取り組み」
、
「ＤＸを用いた新しい
研修」について紹介いたします。

建設分野のメタバース技術の
開発と社会実装
メタバースとは「 Meta
（超越）
」と
「 Universe
（世界）
」を組み合わせた造
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センター長

企画部長

和朋

房前
建設専門官

州 地 整、学 識 経 験 者 等 ）
」に お い て、

小委員会成果報告書（土木研究所、九
ースには必須の技術です〈図２〉
。

ス）にすることができるため、メタバ

モデルをそのまま仮想世界（メタバー

九州地方整備局では、
「河川ＣＩＭ

ＶＲ技術（ゲームエンジン）を河川Ｃ
ＩＭの標準化案の一部として提案しま

ています。無料で使用が可能で、非常

ン、宇宙開発等多くの産業に使用され

スマートフォン、映画、アニメーショ

発されましたが、現在では、自動車、

期で作成するためのシステムとして開

レビゲームを高品質、低コスト、短工

ゲームエンジンとは、当初３Ｄのテ

で合意形成を図りました。説明会には

整備内容を十二分に理解いただいた上

元住民に体験していただき、インフラ

に整備後の姿を大型モニターを用い地

想空間に整備後の川を構築し、整備前

した。かわまちづくりの設計を基に仮

る住民との合意形成において活用しま

わまちづくり（福岡県吉富町）におけ

めて令和三年一二月一六日に山国川か

のための新しい設計手法を、全国で初

れた、ＶＲ技術を用いたインフラ整備

作り直しですが、本技術を用いれば、

出された場合、パースや模型であれば

可能です。さらに、住民から修正案が

スや模型よりも低コスト・工期短縮が

ルデータを用いることで、従来のパー

標準化検討小委員会報告書」で提案さ

に高品質な３Ｄモデルを簡単かつ短時

約六〇名が参加し、希望があった七名

その場で修正が可能です。合意形成に

した。

間で作成できることや、作成した３Ｄ

にはＶＲで仮想世界に入り、整備後の

【いただいた意見】

参加した住民からも、本取り組みを評
で測量・設計しても合意形成をアナロ

河川を体験いただきました〈写真１〉
。

グのパースや模型で行うため、データ
が「デジタル→アナログ→デジタル」
となり非効率でした。本技術を用いる
ことで、測量・設計・施工をすべてデ
ジタルで実施でき、効率的なインフラ
整備が可能となります〈図３〉
。
また、測量・設計で作成したデジタ

・ＶＲ
 を用いることで規模（サイズ）
感が把握しやすかった

・制限
 のある樹木の配置など（その場
で移動できる）の検討に有用〈図５〉

・段差
 などの落下の危険性のある箇所
の確認に使える

・ドッ
 グラン箇所は日影ができて夏場
など使いやすい〈図４〉

図３．

・ＶＲ
 技術を使うことで人目線での空
間確認や完成時の様子を確認できた

った

・イン
 フラ整備前に「整備後」を「体
験・確認」できる点がとても有効だ

価する意見をたくさんいただきました。

写真１．仮想世界（メタバース）で
整備後の世界を体験する住民

従来のインフラ整備では、デジタル

図２．整備局で作成した仮想世界（メタバース）
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であった複雑な水の流れ
（落差や合流、

が可能となりました。従来では不可能

ーションのプラットフォーム）と連動

ｉＲＩＣ（水工学に係る数値シミュレ

また、土木研究所との連携により、

・完成イメージが分かりやすい、
など。

ンとこれらのマニュアル等を用いるこ

ページで公開しました。ゲームエンジ

３Ｄモデル、作成動画と併せてホーム

タ連携のためのプログラム、植物等の

とりまとめ、ＢＩＭ／ＣＩＭとのデー

設計手法のマニュアル（案）
」として

ームエンジンを用いたインフラ整備の

す。頻発する大災害に対して、防災能

年七月豪雨等の大災害が発生していま

〇年七月豪雨（西日本豪雨）
、令和二

平成二九年七月九州北部豪雨、平成三

近年九州では、
平成二八年熊本地震、

安価で入手しやすい機材を用い、迅速

いて変革することで、誰でも簡単に、

用を必要とします。デジタル技術を用

高価な機材、データ処理等の工期・費

となりますが、計測には高度な知識、

災害の把握には、現地の計測が必要

でいます。

は災害対応においてもＤＸに取り組ん

ります。このため、九州地方整備局で

渦を巻く）をリアルに仮想世界で再現
とで、どなたでも無料でインフラ整備

力の向上、被災後の速やかな日常の回

災害査定のデジタル化の
取り組み

できます〈図６〉
。
のメタバースを作成、活用することが

にデータ処理を行うことで、災害現場

九州地方整備局では、本技術の普及

復には非常に大きな国民のニーズがあ

の把握を変革することが可能となりま

す。九州地方整備局では様々な取り組

みを行っていますが、本稿では iPhone
を用いた計測について紹介します。

九州地方整備局では本技術の実証実

験を行い、すでに研修や実災害での運

での計測
用を開始しています。 iPhone

は、
内蔵されているライダー（ LiDAR
）
を用います。ライダーとは、光を照射

して物体までの距離や方向を測定する

装置です。簡単に言うと、レーダーの

電波を光に置き換えたものです。光を

使用することで、電波に比べて高密度

に高い精度で３Ｄ計測できます。
近年、

自動運転等の分野で注目され、小型軽

量・低価格・高性能化が急速に進んで

います。このため、最新のスマートフ

のＤ Ｘ 推 進 に向 け て

図５．樹木、ベンチの配置。その場で任意に変更できる
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図６．シミュレーション計算結果を基に渦を巻く流れを仮想世界で再現

可能です。

集

促進のため、令和四年二月一日に「ゲ
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図４．夏の日差しを再現し、ドッグランの日陰を確認

Ｇ等が搭載されていますが、大規模量

センサー、高い計算能力、ＧＰＳ、５

た〈写真２〉
。

ォン等にも搭載できるようになりまし

時間はたったの三〇秒程度でした。デ

が行い、延長約二〇ｍの計測に要した

の３Ｄ計測は動画を撮るよ
iPhone
うなイメージです。計測は整備局職員

した。

計測する際に安全上のリスクがありま

す。
また亀裂が二ｍ以上の深さであり、

の可能性がある被災地では重要です。

や延長を確認できます。また道具が軽

方向から見ることができ、簡単に深さ

きます。また３Ｄモデルのため自由な

本来の点群とは、
（ｘ ｙ･ ｚ･）の座
標を持ったたくさんの点のデータで
す。このため点には色がついていない
の で す が、 iPhone
はカメラが搭載さ
れているため、自動的に計測した点に

測・情報の共有に必要なカメラ、各種

またスマートフォンには、３Ｄ計

産のため機能に比して低コストとなっ

量コンパクトであることは、再度災害

ており、入手も容易です。
にて行い要した
ータの処理は iPhone
時間は一分三〇秒程度で３Ｄモデルが
作成できました。技術と比較してきわ

令和四年一月二二日（土）一時八分、
日向灘を震源とする震度五強の地震が

色をつけてくれます。また深さを色で

ことで、データ処理を自動化し低コス

めて早く簡単に、かつ安全に計測がで

ると、亀裂の深さを縦断的に理解でき

ト化・短時間化しました。またクラウ

発生しました。
〈図７〉は被災現場で
生じた亀裂を iPhone
を用いて３Ｄ計
測した結果です。従来はメジャーやポ

ます〈写真３〉
。

ることができず、時間も長くかかりま

測を行っていました。部分的にしか計

取り・保管する必要があります。さら

大きく、ハードディスクに入れてやり

間を要します。またデータのサイズが

必要です。これらの処理にコストと時

定、データ変換などの専門的な作業が

が難しいものでした。ノイズ除去、標

測データ（点群データ）は、取り扱い

また従来技術では計測後の３Ｄの計

ェイスを用いることで、特別なスキル

感的に行えるわかりやすいインターフ

とソフトウエアも不要です。操作も直

高度な処理を行うことで、高価なＰＣ

ブラウザで３Ｄモデルの閲覧や様々な

なりました。さらにインターネットの

的なデータのやり取り、保管が不要と

ド上でデータを保管することで、物理

ルをインターネットで共有し、面積、

がなくても短時間で活用できるように

これらの問題はＤＸ（クラウド及び

直高を計測した画面です。マウスでク

に閲覧等の作業に、高価なＰＣとソフ

高度な自動処理）を組み合わせること

リックするだけで、簡単に距離、面積、

なります。

で解決できます。クラウドを使用する

トウエアが必要で、それらを扱うスキ

表現（深いところを青、地表を赤）す

ール・スタッフを用いてアナログに計

写真３．iPhone による計測作業

〈図８〉は、研修で職員が３Ｄモデ

図７．iPhoneでの計測結果

ルも必要となります。

写真２．iPhoneのLiDARセンサー
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体積等の算定が可能です。
画面は延長、
すことに役立ちたいと考えています。

とで、地域が日常を一日も早く取り戻

で低コストであり、災害対応を改革す

法に比して短時間で簡単に、かつ安全
手法の開発を行っています。令和三年

だＶＲ等の技術を用いて、新しい研修

九州地方整備局では、長年取り組ん

ＤＸを用いた新しい研修

法長、面積、直高の計測結果を表示し
ています。

るものです。九州地方整備局では災害
六月には三ジャンル（点検シミュレー

ことが難しい状況です。このた

ため、研修生は現場で体験する

ーム型モニターや大型ディスプレイを

仮想世界に入ることが可能ですが、ド

装着する特殊な装置を用いることで、

体のＤＸを促進したいと考えています。

の技術を公開することで、建設業界全

が確認できた取り組みについては、そ

ＤＸを用いて取り組んでいます。効果

き方、研修の仕方を変える「変革」を、

このように九州地方整備局では、働

とができます。

とで、変状発生機構の理解を深めるこ

のコンテンツです。現象を体験するこ

進行していくかの過程を学習するため

な状態から変状がどのように発生し、

支持樋門と柔構造樋門において、健全

写真５．コンテンツ体験の様子

これらの手法は災害対応の従来の手

の調査だけではなく、災害査定等の行

め点検シミュレータコンテンツ

用いれば多人数での研修も可能です
破堤体験コンテンツでは、変状から

〈写真４・５〉
。
験」をしていただくことを目的

際には体験することができない現象を

破堤に至る過程を仮想空間内に再現
るゲーム形式で体験いただき、

疑似的に「体験」することで、破堤の

に開発しました。制限時間内に

終了後どうしてそのような変状

メカニズムをより深く学ぶものです。

し、疑似体験するコンテンツです。実

が生じたのか解説するモードで

写真４．整備局DXルームのドーム型モニターによる研修の様子

のＤ Ｘ 推 進 に向 け て

変状発生機構学習コンテンツは、剛

インフラ分野

理解を深める仕組みです。頭に

仮想世界で多くの変状を見つけ

し、
堤防点検を知識ではなく
「経

では、ＶＲで不具合箇所を再現

具合箇所は速やかに修繕される

たとえば河川の点検では、不

活用しています。

が完成、研修やリクルート等に

ツ）
、九種類のＶＲコンテンツ

変状発生機構学習コンテン

タコンテンツ、破堤体験コンテンツ、

集

政手続きや設計・施工等をＤＸするこ

特
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図８．３Ｄモデルのインターネット共有画面

