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本研究では、一般家庭用に用いられるデジタルカメラを用いた 3枚の写真画像による Photog-CAD

の解析技術をさらに利活用するため、以下の新たな項目の取り組みを実践した。 

１）デジタルカメラの撮影機材（ＵＡＶを含む）と撮影条件の確立、２）水中での Photog-CAD に

よる計測技術の確立、３）津波で被災した河川・運河等での災害復旧時の迅速な歴史的構造物や水

辺環境の記録保存の実証調査、４）直線性の高い面的なレーザー光を用いた空中や水中での迅速な

計測技術の開発、５）1/1000 秒の同期性をもつ 3 台のカメラ同期シャター撮影システムの開発と動

きのある対象物への定量的評価、６）津波被災した汽水・海水域などの水辺環境の地形変遷や生態

系調査への応用、７）ゲーム感覚で楽しむ Photog-CAD 解析や防災・環境教育などへの学習ツール

としての展開への提言、そして、将来、「いつでも、どこでも、みんなで、フォトジー（Photog-CAD）」

を目指す、ことを目的としている。 

研究を行った手順と成果は以下の通りである。 

１）Photog-CAD 解析のマーカー視認度を上げる廉価な地上設置型のマーカーの提案と、新たにレ

ーザー光やプロジェクターの投影光による非接触型のマーカーの提案を行った。 

２）津波被災後の災害復旧時における迅速な歴史的構造物の発掘調査や水辺環境の変遷について、

東名運河の柴工護岸、貞山運河（御舟入堀）のブラフ積み護岸、鳴瀬川や北上運河の堆砂状況変遷

などの Photog-CAD解析と記録保存を実施した。 

３）水中計測について、水中での被写体の拡大撮影、気層・液相の境界部での光の屈折などを実験

的に示し、また、鉛直・長さスケールの写し込み撮影システムを開発し、水中撮影写真による

Photog-CAD解析の可能性を示した。また、レーザー光による長さスケールの導入可能性も示した。 

４）CHDK機能を活用し、3台の Canon製のデジタルカメラのリモート同時シャッター撮影システ

ムを新規に開発し、その同期性は 1/1000秒を確保した。このシステム開発により、動きの速い被写

体への新たな Photog-CAD解析が可能となり、さまざまな事象の動態解析が期待される。 

５）レーザー光やプロジエクターの投影光による非接触型のマーカーによる現地での撮影および

Photog-CAD 解析の可能性を示した。また、タイムラプス同期シャター写真撮影システムを用いた

夜間などの連続モニターによる新たな Photog-CAD解析利用への提言を行った。 

６）津波被災した水辺環境への Photog-CAD 解析の適用事例として、宮城県東松島市の野蒜海岸周

辺を取り上げた。一般のデジタルカメラによる地上からの撮影とドローンによる空中撮影より、津

波と高潮による海岸地形の変化、それに伴う海浜植物と熱環境への影響評価を行い、Photog-CAD

の新たな利活用事例を示した。 

７）Photog-CADの無料化と 2022年度からの高校での歴史総合と地理総合の必修化に向けて、スマ

ートフォンなどの身近なデジタルカメラでの記録保存と防災教育や環境教育への Photog-CAD の適

用について、まず、日常はゲーム感覚で「いつでも、どこでも、みんなで、フォトジー

（Photog-CAD）」を実践し、非常時に活躍できる人材育成の必要性を提言した。 



 

 

 

様式―３－３ 

 

DEVELOPMENT OF MONITORING TECHNOLOGY FOR TRADITIONAL 

CIVIL ENGINEERING STRUCTURES AND WATERSIDE ENVIRONMENT BY 

PHOTOG-CAD UNDER DISASTER RECOVERY WORKS 

 

                   Goto Koki 

                        Teizan Kitakami Tona Canals Study Group 

                   (Graduate School of Engineering, Tohoku University ) 

 

 

The low price ground setting markers of plywood and the contactless markers by using laser 

light and projector light were developed for efficient works of Photog-CAD. 

The rapid excavation of traditional civil engineering structures and the monitoring the 

changes of waterside environment were carried out by using Photog-CAD analysis under 

disaster recovery works after the tsunami-hit. 

The photographing system in water by using green line laser for Photog-CAD is developed. 

The synchronized remote shutter system for three Canon cameras for Photog-CAD is 

developed by using CHDK. Its synchronization judgment is 1/1000sec. This synchronized remote 

shutter system for Photog-CAD can analyze the behavior of rapid moving subject.  

The application Photog-CAD studies of waterside environment under disaster recovery works 

after the tsunami-hit were carried out by using cameras information from the ground and from 

UAV at Nobiru beach , Higashimatsushima City, Miyagi prefecture. From these results, the 

environmental assessment were discussed among ground level, seaside plants and thermal 

environment at Nobiru beach. 

The application of Photog-CAD for environmental education and disaster prevention  

education is proposed towards the compulsory courses of Geography General and General 

History in high school from 2022 in japan. 
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