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• 本日の内容は，一般財団法人 日本建設情報
センター（JACIC）社会基盤情報標準化委員
会河川CIM標準化検討小委員会（委員長：
小林一郎 熊本大学名誉教授）においての議論
をベースに一部付け加えたものです

• リンク：
https://www.pwri.go.jp/team/kyousei/j
pn/downloads/houkoku20210630.pdf

本日の内容

https://www.pwri.go.jp/team/kyousei/jpn/downloads/houkoku20210630.pdf
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1. 多自然川づくりが克服すべき課題とは
1. 3次元地形の構築手法

2. 定量的な評価｜治水効果を超えた多角的検討

3. 定性的な評価｜単なる見える化を超えた体験

4. 河川管理に対応したBIM/CIMの必要性

2. 先進的なケーススタディ
1. 河川BIM/CIMの構築と実践（福井河川国道）

2. ゲームエンジンを用いた川づくり（九州技術事務所）

3. ３次元川づくりによる治水／環境／維持管理統合マネジメント（三重河川国道）

3. 今後の展望｜地域の水のデジタルツイン

4. 実演：ゲームエンジンを用いた川づくり

本日の内容



1.多自然川づくりが克服すべき課題とは
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•3次元技術の進展は，労働生産性だけでなく質の向上も含めて土木
施工に影響を与えている．

•河川における3次元技術は世界的にもトップランナー

•一方，i-conの核になっているBIM/CIMは河道内土工では進展して
いない．

•「多自然川づくり」：多目的，多角的な総合マネジメント行為．
→BIM/CIMの概念と親和性があるが，実現には距離がある．

•とはいえ，3次元技術は，これまで多自然川づくりで課題とされてきた
点を解決し，単なる効率化だけでなく，質の高い水辺を生み出す技
術になるはず．

はじめに
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•多自然川づくりの実践（2006年，国交省通達）

多自然川づくりとは

侵食・堆積・運搬といった
河川全体の自然の営みを視野に入れる

地域の暮らしや
歴史・文化との調和にも配慮

河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化と
の調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環
境及び多様な河川景観を保全・創出するために、河川管理を行うこと。
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•地形，生態系，文化などが複雑に関係する現実において河川デザ
インを決定すること．

•多自然川づくりは，厳密な解のある種類の問題ではなく，複数の目
的を満たしうるよりより解を探索すること．

•一度のアクションではなく，本来双方向の反復プロセスとなっているべ
きで，専門家や関係者と協議しながら，何度も評価と修正を繰り返
し，ブラッシュアップしていく必要がある．

3D川づくりでどこまで近づけるものなのか？

多自然川づくりとはどんなチャレンジか？



8多自然川づくりとはどんなチャレンジか？
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•現在はCADが使われている．便利である．しかし
CADは，必ずしも自然的地形の表現や構築に
は向いているわけではない．

•結果的に，単純な環境，単純な景観に河川が
置き換えられてきた．

•「地形」は，様々な用途とツールに応じてモデリング
されてきた．CG分野では，本物に見える地形をど
う作るかがポイント．

•地形モデルは表現できるだけはなく，編集できるか
どうかも重要．点群は編集できない．

•CADだけではなく，より適切なツールを選択したり
組み合わせることが重要になる．

3次元地形の構築方法
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•私たちが河川で作りたいものは幾何学的な構造物ではなく地形．

•私たちは河川に厳格な基準を求めたり，そのために便利なツールを使
いたいから，という理由で，複雑な河川を単純化して見ている．その
結果，現実に河川が単純化している．

•ツールが高度になったり便利になったりしたからと言って，必ずしも高度
なものができるわけではない（なかった）．

•断面的思考は，確かに有用な場面もあるが，河川環境・河川景観
の創造においては根本的な制限．

•断面→地形ではなく，地形→断面に発想を転換したい．

設計における固定概念



113次元地形モデリングの編集方法

断面・格子ベースCADベース（コリドー） ラスタベース

• 横断形を2次元の計算格子に拡張
することで面的に地形を表現

• 線形（縦断形状と断面の組み合わ
せ）でサーフェス（面）として表現

• 画像編集の要領でブラシを用いて盛
る，掘る，ならすように地形を表現



123次元地形モデリングの編集方法
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•河川設計の定量的評価はほとんど1次元流れの
水位計算による治水評価にとどまっている．

•定量的に評価しうるような環境評価や地形の持続
性は評価されていない．

•3次元の河床地形と平面2次元流れ解析を組み
合わせることで様々な環境評価が実現する．
•河床変動計算による土砂の堆積侵食評価
•瀬淵の空間的分類
•植物の定着/流失判定
•特定生物の好適度や環境多様度による生息場評価

•生態系プロセスのすべて評価できないが，決定的
な過ちを防ぐ効果は期待できる．

定量的な評価｜治水効果を超えた多角的検討
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•詳細で正確なビジュアライゼーション（可視化）
は，景観上の美しさや水辺の活用法といった，
非定量的な評価にとって特に重要．

•2次元図面だけで設計イメージを共有するのは，
技術者にとってさえも困難．

•「見たらわかる」に重要な情報がたくさん詰まって
いる．

•水辺のデザインの成功の鍵
•歩くこと，空間の類型（タイポロジー）を見つけること，
空間ビジョンをデザインすること（Schultz, 2020）

•最新の3Dモデルは単なる見える化を超えて，上
記のニーズを仮想空間上で実現する．

定性的な評価｜見える化を超えた体験による評価

                      

            

     

      
   

     
      

   
     

              



16景観検討では何が必要か？

水辺空間デザイン 現場
チェック項目（素案）

主な交通拠点（駅，
バス停，駐車場な
ど）からのアクセス
性

まちの際から水辺への
アクセス性･視認性

• 距離
• 歩きやすさ

など

居住地エリア から
のアクセス性

• 距離
• 歩きやすさ など • 水辺へ行ってみようと

思わせる仕掛け など

アイストップ，代表景

水際から水中への近づ
きやすさ･安全性

橋と水辺（拠点）の位置関
係，視認性，アクセス性

拠点を作れそ
うな場所

• 河川区域
内のスペー
ス

• 背後地

回遊性及びその
分かりやすさ

• 行き止まりにしない
• 案内，視認性 など

周辺施設との
関係

• 歩き回りやすさ
• 分かりやすさ など

管理境界

河川施設の利用しやすさ，
周囲，背後地との調和

• 階段，スロープ，
ベンチ など

居心地の良さ

• 温度湿度
• 回遊
• 休憩

利用者の声
利用状況

• 当初想定
• 想定外

川のポテンシャ
ルとの対応

• 活かされているか
• 整備により魅力を

向上させられるか

水辺空間整備方針
，目標との対応

地元自治体の都市
計画との関係

• デザインにどう反映
されているか

• 目標は達成されて
いるか など

• 連携した整備
となっているか

維持管理上の
課題

• 発生して
いるか

図面作成：土木研究所河川生
態チーム鶴田主任研究員

• 囲まれ感
• 風
• 水音 など
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•単なる見えるを超えた
体験を与える強力なビ
ジュアライゼーション．

•広い領域のモデル化に
耐えられるような最適化
（遠いところは粗く，近
いところは細かく処理）

•ゲーム業界からも人材を
確保できるようになる

ゲームエンジンによるビジュアライゼーション

Buildmedia’s Digital Twin of Wellington | Build: Architecture 2021



183次元データによる河川デザインのワークフロー

①コンセプトデザインの可視化
• CAD（モデルベース）とは異な
るCG系（画像ベース）のため
自由な造形が可能

• 操作方法もペイントソフトを使
用するような簡便な方法

GISやCADソフトで
面的な地形データを作成

現地の再現
UAVやLPデータ

設計図面化横断図等でコンセプトを
検討、作成

ゲームエンジンを使ったコンセプトデザ
インの可視化

合意形成

環境技術者が3次元のコンセプ
トデザインを実施

コンセプトデザインそのもののデー
タを設計図面化

データが
途切れない

設計図面化から先は
BIM/CIMがすでに取り

組んでいる部分

よりリアルなツールで、合意形
成を迅速に実施

コンセプトデザインの環境シミュ
レーション

検討結果の各種解析

CADでできなかった自由な造形
によりイメージを具現化

②コンセプトデザインの共有と合意形成
• 複数人が仮想空間に同時に入り確認
• PC画面、VRヘッドセットを使用可能
• 音声チャットを組み合わせて意思疎通

ゲームエンジンの活用

③データの後工程への引継ぎ
• 地形データをGISで取り込める画像データで出力し、GIS
データやCADデータとして取り扱うことが可能

実体験しながら合意形成

日本工営佐藤氏資料

フロントローディング
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•河川には多種多様な管理目的（洪水防御，環境維持，施設維
持など）がある．

•河道地形は形状が変化しやすく，静的な構造物とは根本的に異な
る．

•そのような対象物を統合的に管理していく仕組みがない．既成の
BIM/CIMの概念とも異なる．

•調査（測量）→設計→施工→維持管理→調査/設計の
データ循環やPDCAサイクルも実現する必要がある．

河川管理に対応したBIM/CIMの必要性



20河川管理を統合する仕組み

3D 

model

3D 

model

3D 

model

3D 

model

総合的な
河川管理

3D 

model

計画

調査

設計

積算

施工

維持管理

環境防災

設計

調査 維持管理

施工

検査

改築

修繕

補修

観測

モニタリング

環境調査流量水位観測

地形測量

水理解析

概略設計

予備設計

詳細設計

施工管理

施工計画

工程管理発注材料積算

典型的なBIMの概念
→形状モデルは一度作れば基本的に変わらない

河川BIMの概念化（福井モデル）
→形状自体が変わっていく．目的も多様．対象物も多様



21河川管理を統合する仕組み

調査 維持管理

現   点群データ取
得

データ解析， 状 分
析

データ 更新，分析

設計 施工

  した     

河川  モデル 構
築・  

ICT施工機械 よ 施
工

点群測  よ 
完了検査

概念設計

フィードバック

フィードバック

比較

要件③

要件③

要件②

要件①

要件①：平均解像度1m以下のLandXMLの

TIN +照査用線形情報

要件②：平均解像度1m以下の点群もしくは高

解像度DEM

要件③：公共測量マニュアルに基づく点群かTIN

サーフェス

データ循環をどのように
実現していくか？



２．先進的なケーススタディ
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•福井河川国道事務所を中心に組織された「福井河川CIM勉強会」で，実践
的な観点から新しいBIM/CIMの概念を独自に考案．

•九頭竜川支流の日野川の河道掘削事業での湿地創出も目的とした河床掘削
工事において、ALB測量→3次元CAD設計→ICT機械施工の一連工事の
実現性を検討．

•生態学者や技術者の意見を参考に湿地形状を決定．地形面は3次元CADの
コリドーモデリングでの3つの面を合成によってモデル構築．これにより，
3DCADでもある程度複雑な形状モデルを作成することが可能であることを確認．

河川BIM/CIMの構築と実践（福井河川国道）



24河川BIM/CIMの構築と実践（福井河川国道）

flow

Baseline 1 Baseline 2 Baseline 3

1st cut 2nd cut

横断図

コリドーモデリングの組み合わせで，
複雑な形状でもICT施工で施工可能．
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•合成されたTINサーフェスを、ICT機械で利用できるLandXML形式で出力．
設計コンサルタント経由で建設会社に貸与．

•建設会社へのヒアリングによって，以下の要望が明らかになった．
(1) 現場位置を特定できるよう，設計段階で使用したベースラインデータを記載
(2) 原位置を参照するため、河川の中心線が記載されていること
(3) 現況地形面と生成された面との間のつなぎ目ががたつくめ、スムージングが必要。
(4) バケット幅より小さい三角形があると、ICT機械の操作に時間がかかる．

•建設会社からは、従来の2次元の図面ではイメージしにくかった現場が、3Dモデ
ルによって容易に把握できるようになったとの意見があった．

河川BIM/CIMの構築と実践（福井河川国道）
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•2022年の山国川水辺周辺の都市計画
設計において，ゲームエンジンを初めて
川づくりの実務に活用．

•ゲームエンジンで作成された3次元空間
（メタバース）が新しい河道の掘削によ
る景観の激変を体感させ，管理者・設
計者・住民が同じ画像を見て双方向的
に議論できることを明らかにした．

ゲームエンジンを用いた川づくり（九州技術事務所）

国土交通省九州地方整備局：DXを用いた川づくりの推進 ～全国初！ゲー
ムエンジン・VRを用いた新たな合意形成～ （2022）．
https://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/n-
kisyahappyou/r3/21121502.pdf
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•2022年，3次元川づくりの技術を普及させる
ため，当整備局はUnreal Engineを用いて
川づくりを行う際のツールとマニュアルを公開

•地形データ（DEM）をUnreal Engineにイン
ポート可能なデータ形式（PNG形式）に変換
するためのQGISで動作するプラグイン

•川づくりで利用するための在来植物や既製品
護岸ブロックのデジタルアセットを含むスターター
データセット

•操作マニュアル

•後ほど実演．

ゲームエンジンを用いた川づくり（九州技術事務所）
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•3次元地形情報を最大限活用するには，
平面2次元の水理モデルと対応させ，河床変動解析による経年的変
化，環境分析による評価等と合わせて統合的に評価していく仕組み
が望ましい．

•直轄河川での3次元べ―スの治水・環境・地形の持続性・樹林化抑
制を統合した河川管理の有効性を検討するパイロット的取り組みを
雲出川において実施

治水／環境／維持管理統合マネジメント（三重河川国道）



29治水／環境／維持管理統合マネジメント（三重河川国道）

福嶋克武，内藤太輔，麓博史：多自
然川づくりの高度化を目指した河道の
3 次元設計ツールの導入，リバーフロント
研究所報告第33 号 2022 年9 月



30治水／環境／維持管理統合マネジメント（三重河川国道）

•複数地形（現況河道，暫定整備
河道，整備計画河道）を考慮

•整備計画流量に加えて，年平均最
大流量を繰返す波形を用い，河道
形状の持続可能性を評価．

•環境評価では，平面2次元水理計
算に基づく瀬淵判別機能を用いてア
ユ産卵床となる瀬の分布を評価．河
川水辺の国勢調査結果と比較．

•同様に草本植物の流失判定機能を
利用し，環境管理基図での状況と
の比較

周ら:  3 次元河道設計ツールを用いた治水・環境の一体的検討の
試行~ 雲出川直轄区間を例として~. 河川技術論文集, 28, 205-
210, (2022).



31治水／環境／維持管理統合マネジメント（三重河川国道）

•すべての評価で最も高い点数がつくということはないため，治水・環境・維持管理
という定量的評価を統合化し，当該区間の重要度や上下流バランスを踏まえ
た判断に結び付けるプロセスを検討する必要．

•3次元技術がもたらす生産性の向上を設計段階のみならず，調査から施工，
維持管理までのトータルでどの程度期待できるかを把握する必要がある．



３．今後の展望｜地域の水のデジタルツイン



33河川管理のDX（Digital Transformation）

デジタルツインへの発展

3次元測量技術の発展

3次元データのオープン化

3次元ツールのオープン化
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•デジタルツイン：
物理空間にあるデー
タを集め、仮想空間に
「デジタルコピー」として
再現する技術．

デジタルツインとは

Virtual 
Singapore
2014年から
スタートした．

モデリング

分析・シミュ
レーション

現実世界へフィードバック
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•あらゆる関係者が共同するため利害関係がより複雑となる．

•プロジェクト推進には，河川に関連するあらゆる施策に対し，
「どこで何を行えばどうなるか」を具体的に示すことができ，
利害の分布がどう変化するか合理的な方法で提示できる必要がある．

流域治水に必要なデジタルツイン



36川づくりデジタルツインによる治水・環境・景観の統合管理

3次元地形モデル

治水 景観 環境

景観評価
（景観とその変化をとらえる）

水防災モデル
（水の流れをとらえる）

*RRI，iRIC *Unreal Engine

3次元地形地形測量

*eDNA

構造物（アクタ）河道情報 環境情報
（生息場，生物在不在）

環境評価
（環境とその変化をとらえる）

航空写真土地利用情報

*iRIC

*DEM，LP，ALB

川づくりデジタルツイン
統合的に表現，評価
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•ALB（Airborne LiDAR 
Bathymetry）

3次元技術の発達｜ALB，グリーンレーザドローン

• UAV with Green-Lazar LiDAR

• 河川測量はマニュアルによって，原則3次元化

• 河川の3次元測量の進展は世界でもトップランナー

• 河川点群の公開も進む（福井，那賀川，荒川，静岡）

http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/disaster-prev/alb.html https://www.pasco.co.jp/products/dronegreenlaser/
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日本全域1秒(約30m)解像度で各ピクセルに
おける地表水流下方向を表す表面流向データ

山崎大, 冨樫冴佳, 竹島滉, 佐山敬洋 (2018) 日本全域高
解像度の表面流向データ整備，土木学会論文集B1 (水工
学), 75巻5号, I_163-I_168

• Flow Direction (Local Drainage Direction) / 表面流
向データ

• Hydrologically Adjusted Elevations / 水文補正標高

• Upstream Drainage Area (Flow Accumulation 
Area) / 上流集水面積

• Upstream Grid Number (Flow Accumulation Grid) 
/ 上流集水グリッド数

• River Channel Width / 河道幅

• HAND: Height Above Nearest Drainage / 直近の河
道からの相対高さ

高解像度水文地形データセット｜表面流向マップ J-FlwDir
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•降雨流出氾濫モデル(Rainfall-
Runoff-Inundation: RRI Model, 
Sayama et, al., 2012)

•流域に降った雨が河川に集まる現象、
洪水が河川を流下する現象、河川を
流れる水が氾濫原に溢れる現象を流
域一体で予測するモデル

水文流出モデル｜RRIモデル

https://www.pwri.go.jp/icharm/research/rri/index_j
.html



40

• iRIC（International River 
Interface Cooperative）ソフト
ウェアとは、2007年に清水康行教授
（北海道大学）とJon Nelson博
士（USGS）の提唱によりはじまった
活動で開発された、水や土砂などの
数値シミュレーションを行うことのできる
無償のソフトウェア．

•実施できる解析
•河川流・河床変動（2次元）
•河川からの氾濫解析（2次元）
•土石流（2次元）
•環境評価

河川流モデル｜iRIC Software
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東京 23区 神奈川県 横浜市 岐阜県 岐阜市 兵庫県 加古川市

東京 八王子市 神奈川県 川崎市 静岡県 沼津市 鳥取県 鳥取市

北海道 札幌市 神奈川県 相模原市 静岡県 掛川市 広島県 呉市

福島県 郡山市 神奈川県 横須賀市 静岡県 菊川市 広島県 福山市

福島県 いわき市 神奈川県 箱根町 愛知県 名古屋市 愛媛県 松山市

福島県 白河市 新潟県 新潟市 愛知県 岡崎市 福岡県 北九州市

茨城県 鉾田市 石川県 金沢市 愛知県 津島市 福岡県 久留米市

栃木県 宇都宮市 石川県 加賀市 愛知県 安城市 福岡県 飯塚市

群馬県 桐生市 長野県 松本市 大阪府 大阪市 福岡県 宗像市

群馬県 館林市 長野県 岡谷市 大阪府 豊中市 熊本県 熊本市

埼玉県 さいたま市 長野県 伊那市 大阪府 池田市 熊本県 荒尾市

埼玉県 熊谷市 長野県 茅野市 大阪府 高槻市 熊本県 玉名市

埼玉県 新座市 大阪府 摂津市 熊本県 益城町

埼玉県 毛呂山町 大阪府 忠岡町 大分県 日田市

千葉県 柏市 沖縄県 那覇市

東京都 東村山市

都市3Dモデル｜Project PLATEAU

長野県松本市の例

https://plateauview.mlit.go.jp/



423次元点群データ｜ Virtual SHIZUOKA

•点群データの地域データベース：Virtual 
SHIZUOKA

•静岡県の人口カバー率100%を達成．

• 3次元データや空間情報はますますオープン
利用可能に．
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•アメリカのCesium GS, Inc.が提供する3D地図プラットフォーム
• Cesium ion：保有している3Dデータをアップロードすると、3D表示に最適な3DTilesとし
て管理する．

• CesiumJS：Webブラウザ上で一般利用者が操作する3D地図．開発者目線でいうと
オープンソースのJava Scriptライブラリで、様々な機能拡張やデータ追加が可能なツール

• Google Earth API との違い．オープンソースである点．立体地図（3D）と平面地図
（2D）の切り替えが可能．

3D地図プラットフォーム｜Cesium
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• 「河川水辺の国勢調査」とは、河川を環境という観
点からとらえた定期的（基本的に5年に1度）、継
続的、統一的な河川に関する基礎情報の収集整
備のための調査をいう。 主に全国１０９の一級水
系の直轄区間の河川（河川版）及び直轄・水資
源機構管理のダム（ダム湖版）を対象とする。

環境情報｜水辺の国勢調査+環境DNA

海、川、湖、池あるいは沼などの水、土壌、空気など
の環境中に存在するDNAを総称して、環境DNA
(environmental DNA、eDNA)と呼ばれてい
ます。この環境DNAを採取・分析することで、その環
境に存在する生物の種類、特定種の在・不在を知
ることができます。さらに生物の量や個体数の情報を
得るための研究・開発も進められています。



45荒川下流河川事務所 3D 河川管内図

水文3Dモデル

河川環境基図

水文3Dモデル

河川管理をするための河川管
内図は 2 次元の図面で作成さ

れていたが、「橋梁下の堤防を
表現できず堤防の形状が把握
できない」、「湾曲する地形の
表現が困難」などの問題点があ
る。そこで、現状を正確に表現
できる 3 次元の河川管内図の

整備が命題となった。



46川づくりデジタルツインによる治水・環境・景観の統合管理

3次元地形モデル

治水 景観 環境

景観評価
（景観とその変化をとらえる）

水防災モデル
（水の流れをとらえる）

*RRI，iRIC

3次元地形地形測量

構造物（アクタ）河道情報 環境情報
（生息場，生物在不在）

環境評価
（環境とその変化をとらえる）

航空写真土地利用情報

川づくりデジタルツイン
統合的に表現，評価

河川・流域で，何をすれば，どうなるのか，かなりの部分が表現可能になってきている．
部局や境界をまたぐ流域治水推進の基盤となる技術として位置付ける必要がある．

環境DNA

解析f技術

可視化技術
自然な地形形成
ツール

3D都市モデル

水文地形

洪水統合解析

地理空間プラット
フォーム

降雨分布

点群
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•デジタルツイン構築にあたって，現状のオープンデータはどの程度足り
ているのか？

•デジタルツインを必要とするのは誰か（ニーズは何か）？

•行政上，手続き上の支障はどの程度あるか？

•行政組織を超えたデジタルツインを誰がどのように管理していくべきか？

•地域によってニーズやかけられるコストも異なる．

河川に関するデジタルツインの課題

デジタルツインの多くの技術的な課題が解決に向かっているが，
社会的実装における課題は山積している．



48河川に関するデジタルツインの課題｜スケールの問題

流域スケール リーチスケール

・災害を考えると流域全体を包含し
ているほうが良い．
・一方，地域の防災や水辺デザイン
を考えると，細かいデータが必要．
・詳細かつ広域は，データ量があまり
にも大きくなりすぎる

河川環境の階層性

• ３次元管内図
• 流域治水評価
• スマートシティ

• 水辺環境・景観デザイン
• まちづくり
• 避難シミュレーション



49河川に関するデジタルツインの課題｜地方で「デジタルツイン」

◼ 地方都市のもつ制約条件下で構築，維持可能

◼ 閲覧機能のみならず計画，設計にも使えるデザインツールとし
ての機能

技術者・予算 少ない
モデリング対象 少ない

技術者・予算 多い
モデリング対象 多い

大都市 地方都市

◼地域別の条件

地域の水のデジタルツインで求められるもの
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ご清聴ありがとうございました


