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エンジ名古屋／イノベーションNAGOYA 技術講演会

ＳＩＰインフラで進んだ橋梁等の点検技術と取組み
2021.11.5 六郷恵哲（テクニカルアドバイザー）

1. はじめに

2. ＳＩＰインフラの活動
• 開発支援／実装支援

3. ＳＩＰインフラの新技術とその後の話題
• 画像情報／打音情報／各種情報

4. ＳＩＰインフラの地域実装支援の取組み
• 地域実装チーム／岐阜大学チーム

5. その後の様々な取組み
• 国交省／自治体／高速道路会社／土木学会

6. 今後に向けて

「その後」と
「気づき」を

紹介

１．はじめに

現在 （2016.3 岐阜大学定年 以降）
• 中日本ハイウェイ･エンジニアリング

名古屋： テクニカル アドバイザー
• 岐阜大学： 特任教授

退職前： コンクリート等の壊れ
方（破壊と靱性）に関する研究

退職後： 岐阜大学SIP地域実装
チーム責任者（2016.9～2019.3）
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２．ＳＩＰインフラの活動

第一期「戦略的イノ
ベーション創造プロ
グラム(ＳＩＰ)」の一つ
（2014～2018年度）

ＳＩＰインフラ： 「イン
フラ維持管理・更新・
マネジメント技術」
（藤野陽三 PD）

インフラメンテナンス
新技術の開発支援

＋
新技術の実装支援

（新しい試み）

SIPインフラにおける開発技術の特徴

SAR: 合成開口レーダー
MMS：モービル マッピング システム

地域へ実装・展開すべき技術

先端的

汎用的

＜インフラ技術総覧（JST）より＞

ＳＩＰインフラにおける地域実装支援の取組み

１２チーム

新技術の
地域実装
を自由に
支援

３つの
活動

＜インフラ技術総覧（JST）より＞

ＳＩＰインフラの活動に関する報告書（2019年度末発刊）

（ ～③は、http://committees.jsce.or.jp/opcet_sip/）

ＳＩＰ技術の紹介では 主にこの冊子の記事、図、写真を使用

① インフラ技術総覧（JST） https://www.jst.go.jp/sip/dl/k07/sip_k07_souran.pdf

② 社会インフラの維持管理・更新・マネジメントに関わる新技術の開発
と活用拡大を考える https://committees.jsce.or.jp/opcet_sip/system/files/SIP_tec_report.pdf

③ SIPインフラ新技術地域実装活動報告書～地域のインフラ維持管理
の今後に向けて～ https://committees.jsce.or.jp/opcet_sip/system/files/SIP-Report-Index.pdf

④ 岐阜大学ＳＩＰ実装プロジェクト活動報告書
http://me-unit.net/wp-content/uploads/2017/01/GifuSIP_Report_Ver3.pdf

① ② ③ ④
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ＳＩＰの点検技術やロボット技術の例

画像情報等の取得 （近接目視点検の代替）
• 橋梁： 橋梁点検ﾛﾎﾞｯﾄｶﾒﾗ／二輪型ﾏﾙﾁｺﾌﾟﾀ／球殻ﾄﾞﾛｰﾝ
• トンネル： 統合型トンネル診断システム
• 舗装･道路･堤防： 橋梁床版高速自動レーダー診断技術／

除草時モニタリングシステム
• 港湾： 桟橋下面点検ロボット

打音情報の取得 （打音点検の代替）
• 橋梁･ﾄﾝﾈﾙ： レーザー打音検査／ドローン搭載打音点検

各種情報の取得 （新しく 利用実績が少ない場合、発注し難い）
• 水中土中の鋼材肉厚情報： ポータブル磁気検査装置
• ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物内部の情報： Ｘ線中性子線可視化技術
• 盛土深部の情報： 舗装盛土診断システム
• 斜面崩壊の情報： 斜面崩壊警報システム
• 河床形状の情報： 航空レーザー測深機洗掘把握
• 広域地盤の変動情報： 衛星SAR地盤変動モニタリング

３．ＳＩＰインフラの新技術とその後の話題

（三井住友建設、日立産業制御ソリューションズ）

20m離れ 0.2mm幅のひび割れが視認可能

操作端末画面にクラックスケール・計測目
盛、Ｌ 型スケールを表示

光学倍率30 倍、コントラスト・手振れ補正

タブレットＰＣでカメラの向きや倍率を操作

カメラ

カメラ

8 ＜インフラ技術総覧（JST）より＞

橋梁点検ロボットカメラ

橋梁点検ロボットカメラ その後

※現場試行対応を順次実施中。21年度は市町村から 問合せ増加

カメラの機能アップを実施
• 解像度アップ

（90万画素→200万画素）
• 上床版撮影対応の改善
• 連続自動撮影の時間短縮

国土交通省の「点検支援技術性
能カタログ」に掲載

導入台数： 合計 79台 ※2021年9月末現在

• 建設コンサルタント 20台
• 公共系民間会社（JR、NXCO,電力など） 23台
• レンタル会社 30台
• その他（民間） 6台

＜日立産業制御ソリューションズより＞

その後

二輪型マルチコプタによる橋梁点検ｼｽﾃﾑ （富士通）

近接距離50cm の接触移動に
より、0.1 ㎜ひび割れ識別可
能な高精細画像を連続撮影

連続画像を３D 合成し、３D モ
デル上に損傷の3 次元形状・
位置を記録

10＜インフラ技術総覧（JST）より＞

＜動画は東北大学 大野和則氏、理研AIP 岡田佳都氏より＞

球殻ドローンを利用した橋梁点検ｼｽﾃﾑ （東北大学）

球殻ドローンによ
り、狭隘部に自由
に入り込み、橋梁
を近接撮影

各プロペラを球殻で保
護したドローンを開発

その後

https://www.youtube.com
/watch?v=Kz3fYrY-nmg

剛性を有し
た球殻構
造でドロー
ンを防護

飛行環境
に左右され
ず、鮮明な
画像を撮
影できる照
明とカメラ

外寸９８cm、
重量３ｋｇ、
１人で運搬
可能な機体

張り出し床
版や第三者
物件付近で
は、テザー
を用いて安
全確認

＜インフラ技術総覧（JST）より＞

トンネル点検と統合型診断システム （MIMM-R）
（パシフィックコンサルタンツ）

時速50km以上の１回の走
行で、トンネル壁面のひび
割れ、変形、うき、背面空
洞等を 同時計測可能

＜インフラ技術総覧（JST）より＞
＜動画はパシフィックコンサルタンツより＞
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https://www.pacific.co.jp/news/upload_files/20210706_newsrelease.pdf
＜パシフィックコンサルタンツより＞

損傷要因の推定ツールを開発

外力性ひび割れ推定モデルによる外力性の推定の流れ

変形モード解析結果

見下げ 覆工展開図

外力性が疑われ
る長いひび割れ

画面合成

画面合成

外力性
判定ＡＩ

変状発生状況（ＡＩ等）：
天端に長いひび割れ発生

変形モード解析結果
変状発生状況（ＡＩ等）：

側壁に長いひび割れ発生

外力性変形の判定結果

外力性変形の確度

濃い赤になるほど外
力性の可能性が高い

ＡＩが側壁のひび割
れを、“外力性の変
状”と判定

外力性が疑われた
天端部の長いひび
割れを、”外力によ
る変状の可能性は
低い“と判定

100 ％

50 ％

0 ％

外側への変
形は変形量
に 応 じ て 黄
～ 青 のコ ン
ターで出力

変形モード解析結果の見方

内側への変
形は変形量
に 応 じ て 黄
～ 赤 のコ ン
ターで出力

変形前
変形後

外側に変形

内側に変形

その後

橋梁床版の高速・自動 ﾚｰﾀﾞｰ 診断技術 （東京大学）

時速80 kmの超高速で、橋梁床版内
部の異常を透視

レーダーデータの微弱な変化をディジ
タル信号処理と ＡＩ により 自動分析

橋梁床版内部の 0.1 ｍｍオーダーの
含水した亀裂や土砂化を検知

14＜インフラ技術総覧（JST）より＞

＜動画は水谷司氏より＞

SIPインフラ後も続けた開発の成果が高インパクトファクタージャー
ナルに多数掲載され、それらの業績により文部科学大臣から表彰

開発技術は、実道路においてパイロット的運用開始

損傷

水谷司准教授（東京大学生産技術研究所）
令和２年度 科学技術分野の

文部科学大臣表彰若手科学者賞受賞

SIP時点では面的評価 最新の床版内部の三次元透視技術

SIP後
深度情
報を加
えた三
次元可
視化に
発展

＜水谷司氏より＞

その後

除草と同時に堤防をモニタリングするシステム
（朝日航洋）

除草や集草の際
に、草に邪魔さ
れず、目視では
見つけにくい変
状を ＩＣＴ技術で
検出

＜インフラ技術総覧（JST）より＞

自ら、要求性能を示し、性能を満たす点
検ロボットを開発し、点検基準を改定し、
民間の技術開発を誘導した点に特徴

Ｒ２年度 ｲﾝﾌﾗﾒﾝﾃﾅﾝｽ大賞優秀賞 受賞

桟橋上部工下面の点検ロボット(ＲＯＶ）
（港湾空港技術研究所）

撮影画像の３Ｄ化

ＲＯＶによる撮影状況
寸法：L1210×W800×H925（突起部を除く）
重量：約100kg

GPS
レーザ
距離計

撮影用カメラ
ＬＥＤ照明を搭載

＜インフラ技術総覧（JST）より＞

ドローンによる打音点検・近接目視システム
（新日本非破壊検査）

点検部まで飛行し、押しつけた駆動車輪により点検部材を自在に走行

走行状態で、連続的な打音検査と、撮影距離を固定したカメラ撮影

有線による電源供給と信号伝送により、安定した連続点検が可能

打音検査機構
打撃ユニット×４

走行
駆動車輪

飛行
マルチコプター

電圧変換器
DC360/DC24V

カメラ１
観察目視

カメラ２
打音監視

照明
LED

構造

測域センサー
レーザレンジ

＜新日本非破壊検査より＞

イノベーションNagoya2021

六郷恵哲



2021/10/27

4

点検機材（目視、打音、厚さ測定）搭載ドローンに、伸縮ポールを接続

ドローンの推力で自重を打ち消し、ケーブル給電で長時間運転

ポール操作で小型橋梁やプラント設備に接触走査させ、劣化損傷調査

無人航空機に該当しない！

打音検査機構
打撃ユニット×２

カメラ
変状観察

全方位車輪
水平・垂直、左右

操作ポール
多段接続式

ドローン機構
クワッド式

ポール型点検ロボットを開発
その後

＜新日本非破壊検査より＞

レーザーを活用した非破壊劣化インフラ診断技術
（理化学研究所、量子科学技術研究開発機構）

遠隔的にトンネルの表面と
内部欠陥の可視化を実現

レーザー表面計測とレーザ
ー打音計測 緑が健全部位

赤が欠陥部位

１秒間に最大50
回のレーザー打
音計測が可能

20＜インフラ技術総覧（JST）より＞

（株）フォトンラボが 社会実装を推進

レーザー打音システム等の社会実装を目的に、（株）フォトン
ラボ（2018.10 社名変更、木暮社長）が活発に活動中

（株）建設技術研究所は、（株）フォトンラボとの業務提携契約
、量子科学技術研究開発機構との共同研究の成果として、道
路トンネル定期点検業務の支援技術に「レーザー打音検査装
置」を国内のトンネルで初めて診断支援に活用

その後

(株)建設技術研究所HP http://www.ctie.co.jp/news/tech/2021/20210310_271.html 

＜動画はフォトンラボより＞

ポータブル磁気検査装置 （岡山大学）

鋼構造物の腐食による減肉板厚
を前処理なしで迅速に測定可能

地際下や水中の腐食測定可能

照明柱の検査＜インフラ技術総覧（JST）より＞

鋼構造物の直接目視できない箇所の点検
技術の開発を、他大学研究者らと推進中

水中部の損傷の検出評価

埋設部や閉じ断面の損傷の検出評価

アンカーボルトの腐食の検出評価

溶接部の不良・欠陥の検出評価
https://www.mlit.go.jp/road/tech/hyouka/r2/gaiyo31-7.pdf

水中付着物下の腐食

地際下腐食ボルト基部の腐食溶接部欠陥

その後

23＜塚田啓二氏 確認＞

高出力Ｘ線や中性子線による可視化技術
（土木研究所、東京大学、理化学研究所）

コンクリート構造物内部を
可視化し、健全度を診断

後方散乱（反射）中性子利
用型の新たな手法を開発

橋梁点検車を利用し
たセッティングが可能

＜インフラ技術総覧（JST）より＞
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中性子線を用いた
計測技術が進展

ＪＣＩ シンポジウ（2021.9.27）の委員会報告書より

中性子線は Ｘ 線よりも
強い透過能力を有し、コ
ンクリート中の水分や塩
分の深さ方向の分布を
非破壊で測定可能

計測装置小型化で移動
可能に（25ｔ→5ｔ→小）

活発な活動
• 「中性子線を用いたコンクリートの検査・診断に関する研究調

査委員会」 （日本コンクリート工学会(JCI)／2018～2020 年度）
• 「ニュートロン次世代システム技術組合 T-RANS」（国交省／

2020.9～） https://t-rans.or.jp/

• 「中性子によるコンクリート塩分濃度非破壊検査の技術研究開
発」（国交省新道路技術会議開発課題／2020～2022年度）

その後

＜大竹淑恵氏 確認＞

舗装と盛土内部を可視化し、健全
度を診断
Ｓ波速度と電気比抵抗を同時計測
その後 計測速度も解析速度も向上
し、高速道路を中心に実装進展

舗装と盛土の一体型診断システム （岐阜大：八嶋）

＜インフラ技術総覧（JST）より＞

予兆を見逃さない斜面崩壊警報ｼｽﾃﾑ （中央開発）

傾斜センサーを
用いた多点計
測により斜面の
面的な変状を
事前に予測

27

＜インフラ技術総覧（JST）より＞

その後、毎年、国内外で千セット以上が使われている

https://www.acceleratefield.com/projectreport/2020/02/25/5091.html

愛知アクセラレートフィールドの盛土サイトと切土サイト
合計２ヶ所で実証試験を実施。管理者の判断を助ける
ことができた

その後

傾斜センサーとWEBを利用した法面の遠隔監視システム

28

ALB（航空ﾚｰｻﾞ測深機）による洗掘状況の把握
（パスコ）

上空から、短時間で広範囲に、河床全体
の形状を３次元で把握

測定精度は、音響測深機と同程度

少雨対策も強化した
ドローン搭載型機種
も提供されている

https://www.pasco.co.jp/press/20
21/download/PPR20210716J.pdf

＜インフラ技術総覧（JST）より＞

衛星ＳＡＲによるインフラモニタリング （日本電気）

広範囲のインフラの不同沈下/地盤沈下を高精度監視

構造物を介し、広範囲の地盤変動をmm単位で可視化

30＜インフラ技術総覧（JST）より＞
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インフラ維持管理へのＡＩ 技術適用

ＳＩＰインフラにおけるＡＩ技術の適
用に関する活動は、土木学会の委
員会により、報告書に纏められた
（2019.3）

土木研究所では、２０２１年度末に
、橋梁診断支援AIシステムver1.0（
RC床版、床版橋＋桁橋、鋼トラス）
を構築予定 ＜第14回CAESAR講
演会（2021.10.7）より＞

民間による橋梁等のＡＩ診断支援シ
ステムも充実中

https://committees.jsce.or.jp/opcet_
sip/system/files/SIP_AI_report.pdf

その後

「言葉」から改善のアイデア／ 「打音点検」を例に

Ａ： 「構造物中の欠陥を、打音結果から判定」
• 改善技術のアイデアをイメージし難い

Ｂ： 「コンクリート構造物をハンマーで叩き、
音の異常から空洞や浮きを検出する」
• 叩く方法の改善技術： 打撃装置、ハイパ

ワーレーザー、回転式打音機器
• 検出方法の改善技術： 非接触探査レーダ

ー、熱画像

C： 「コンクリート構造物に人が近づき、ハン
マーで叩き、音の異常から空洞や浮きを
検出し、必要なら、コンクリート片を叩き
落とし、剥落事故を防ぐ」
• 近づく方法の改善技術： 棒、ドローン
• 叩き落とす方法の改善技術： まだ無い。引き剥し、共振、固定…
• 剥落事故防止の技術： 剥落防止ｼｰﾄ、補強材埋込み、等

気
づ
き

東北大： 統合データベースｼｽﾃﾑ展開

地域実装チームによる様々な活動

鳥取大等： 橋梁点検
へのロボット技術活用

金沢大等： 展示会、説明会等開催

愛媛大等： 新技術
の実証試験の実施

琉球大等： 点検診
断技術者の育成

４．ＳＩＰインフラの地域実装支援の取組み

各
チ
ー
ム
の
取
組
み

目的： SIPインフラ等の新技術を自治体で使っていただく
技術紹介： フィールド試験／説明会／報告会
技術実装： 各務原大橋の定期点検にロボット技術活用
記録作成： ＨＰ／橋梁点検ビデオ／全体の活動報告書
関連活動： 聞取り調査／インフラミュージアム設置

聞取り
調査

指針（案）

記録
ビデオ

報告書（和英）ミュージアムフィールド試験
説明会

橋梁ﾛﾎﾞｯﾄ点検

岐阜大学チームの活動

ザンビア大学の橋梁ＭＥ養成講座の支援も

2019年1月にｻﾞﾝﾋﾞｱ大学と協定締結

「JICA橋梁維持管理能力向上プロジ
ェクト フェーズⅡ」のもとで、ザンビア
大学で橋梁ME養成講座の活動を支
援 （責任者：木下幸治准教授）

• 2018年5月にザンビア訪問

• 視察した橋梁は総じて健全

• ただし、モザンビーク国境
のLuangwa橋（1968年竣工、
全長302m、鋼斜張橋）は、
中央径間の主桁が垂れ下
がり、車両が1台ずつ通過

岐阜大学にて

ONE
VEHCLE
AT A TIME

ロボット技術による事前調査（岐阜大） 近接目視点検
（コンサルタント）

各務原大橋の定期点検にロボット技術活用

新しいシーズ

新しい技術や
取組み

出会い

・地域実装(大学)ﾁｰﾑ

強いニーズ

従来の技術で
は解決が困難

イノベーションNagoya2021
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＜気付いたこと＞基準類の功罪／取組みの見える化の必要性
／大学による実装支援の効果／ロボット技術の魅力、他

ロボッ
ト技術

S
a,b,c...

各務原大橋の活動： シーズとニーズを繋ぐ

指針作成 Ｎ/Ｓ

性能明示 Ｎ/Ｓ
性能評価 Ｎ/Ｓ
組合方法 Ｎ/Ｓ

低減方法 Ｎ/Ｓ

基準
Ｎ/Ｓ

技術
Ｎ/Ｓ

コスト
Ｎ/Ｓ

Ｎ： ニーズ／課題、 Ｓ： シーズ／課題を解決するための技術や取組み

事前調査
Ｎ/Ｓ

近接目視
Ｎ/Ｓ

点検
費用
を半
減 Ｎ

＞

＞

＞

＞

＞

＞

＞

＞

自治体

取組み全体 も シーズ

気
づ
き

＜参考＞ 「材料」と「設計」の関係

課題解決のために、「材料」をどう「組合せる」かが 「設計」
（デザイン）。初めは、難易度が高く、ワクワク感
左側は、要素「材料」。見えにくい「材料」（経験等）も多い
「うれしさの視点」や「気持ちを動かす手法」も重要

石灰石

粘土

・

燃料

ＲＣ橋

ＲＣ部材

支承

・

舗装

コンクリート

・

・

鉄筋

セメント

骨材

水

混和剤

橋
梁
設
計

断
面
設
計

配
合
設
計

＞

都
市
設
計

気
づ
き

各務原大橋の定期点検の活動のポイント

聞取り調査： 障害は心理的負担（責任）

委員会開催： 意見の発散と収束

指針作成： 要求性能や使い方の共有

フィールド試験： 技術の試用と改良

定期点検： 活動の集大成

使いたくなる技術を、協力したくなる活動で
到達目標点を示し、周りから協力や情報が得やすいように

協力
情報

周りから

デザイン思考： 人が欲し喜ぶ／多様な人達で協力／
実現できると楽観視／やってみる

気
づ
き

大学研究者が実装を支援する場合のメリット

項目 内容

試験フィー
ルドの提供

大学の研究活動として、
行政が管理する橋梁等
を試験フィールドに利用

講習会等の
開催

大学が主催すると、行政
側の技術者も参加しやす
く、意見交換が活発に

指針案の作
成

自治体の発注業務で必
要な指針案を、行政関係
者を含む委員会で作成

要求性能の
提示と評価

要求性能を明確にし、
フィールド試験で評価

技術の運用
方法の提案

近接目視点検前に事前
調査を行うことや、ロボッ
ト技術の組合せを提案

行政の協力が得やすい
• 行政と民間の協力が難

しいとの背景があるため
基準の作成と評価が可能

指
針
案
の
例

気
づ
き

• 強いニーズを把握する
• 情報提供やマッチングの場を設定する
• 指針やガイドラインを作成する
• 組織のトップが主導する

新技術実装の

基本

• 大学の研究者が行政と企業を繋ぐ
• 性能発注化し，受注者の裁量を増やす
• 要領等には，外れ方も記載する

実装に有効な

工夫例

• ニーズがわかる人や組織と協働する
• 新技術を既存技術に上乗せする
• 民間の道路や鉄道で試用し改良する

技術開発上の

工夫例

• 使いたくなる技術を開発する
• 応援し，参加したくなる活動を行なう
• 不安や責任を軽減する取組みを行う

気持を動かす

工夫例

新技術実装支援経験をふまえ 強調したいこと

気
づ
き

地域実装支援活動の研究成果も取り入れた学位論文による
博士学位授与（2020.3 木下幸治先生指導）

ザンビア橋梁維持管理技術者育成のJICA技術プロジェクト

SIPインフラに関わった大学教員が集まり、研究委員会活動

研究へのインフラミュージアムの活用

その後の岐阜大学チームの話題

点検時 回収時

ドローン

重り

監視用ドローン

撮影用ドローン

（羽田野、六郷他：小型汎用ドローンを活用した橋梁点検の試み、コンクリート
構造物の補修・補強・アップグレード論文報告集、 2020.10.）

その後

岐阜大学 駐車場にある
「インフラミュージアム」

イノベーションNagoya2021
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跨線橋点検における課題解決に向けた取組み
その後

５．その後の様々な取組み

＜国土交通省＞

各種点検要領、参考資料、ガイドﾗｲﾝ、カタログ等が年々充実

その後

■定期点検の技術的助言
道路橋定期点検要領 平成31年2月
＜参考資料＞
• 特定の条件を満足する溝橋の定期…参考資料 平成31年2月
• 引張材を有する道路橋の損傷例と…参考資料 平成31年2月
• 水中部の状態把握に関する参考資料 平成31年2月

■定期点検の参考資料
• 新技術利用のガイドライン（案） 平成31年2月
• 点検支援技術性能カタログ（案）
• 監視計画の策定とモニタリング技術の活用… 令和2年6月
• モニタリング技術も含めた定期点検の支援技…  令和2年6月

https://www.mlit.go.jp/road/sisa
ku/yobohozen/yobohozen.html

HPから抜粋

技術基準類では、外れ方の記載や適宜の更新が効果的

気
づ
き

＜自治体／岐阜県＞

「点検支援技術活用の手引き」（令和３年６月）

• 新技術活用が可能なケースを明示
• 精度確認方法を明確化
• 具体例例示と多様な新技術の活用促進
• 岐阜県橋梁点検マニュアルを補足

＜自治体／鳥取県建設技術センター＞

「ロボット技術を活用した橋梁点検指針(案）」
（令和元年５月）

• 江島大橋でＳＩＰインフラの実証試験を実
施し作成。特記仕様書(案)や積算基準も

＜高速道路会社＞

「保全点検要領（構造物編）」（令和３年３月）

• 高解像度カメラ、赤外線カメラの利用が
認められている

http://www.tctcplaza.or.jp/front/pages/view/114

https://www.pref.gifu.lg.jp/upload
ed/attachment/269309.pdf

その後

https://shop.ri-nexco.co.jp/ 
images/item/original/716_1.jpg

その後

＜土木学会＞

ｲﾝﾌﾗﾒﾝﾃﾅﾝｽ関連委員会を「総合委員会」に統合（2020）
「論文集編集小委員会」、「表彰小委員会」を設置（2021）
「新技術適用推進小委員会」は、「新技術適用推進に関
する提言」（2020.4）を公表。部会による活発な国際展開。
「モニタリング技術活用のための指針（案）」を出版予定

インフラメン
テナンス総
合委員会

幹事会

アクティビティ部会

知の体系化小委員会

インフラ健康診断小委員会

新技術適用推進小委員会

地域実装促進部会

国際展開部会

モニタリング技術活用
ガイドライン策定部会

インフラメンテナンス表彰小委員会

インフラメンテナンス実践研究論文集編集小委員会

https://inframaintenance.jsce.or.jp/
https://committees.jsce.or.jp/opcet_sip/

（2020年度まで）

地方自治体に向けた維持管理への新技術導入の手引き（案）
2021.3.31 国土交通省総合政策局公共事業企画調整課．．

自治体職員を対象に、
新技術導入での工夫・
留意事項を記載

参考になる自治体の
検討事例等を掲載

新技術導入プロセスを
5 つのステップで整理

各ステップでの着眼点
や注意点などを記載

https://www.mlit.go.jp/report/
press/content/001397380.pdf

その後

＜事例＞

静岡県 － 3D 活用技術
の共同開発
• ニーズの具体的な提案
• 技術開発企業・大学と

のマッチング
• 現場試行を経て、導入

に向けた継続検討

静岡市 ー 衛星 SAR・レーザー打音点検の現場試行
• 具体的なニーズを基に、新技術を現場実証

合成開口レーダ（SAR）を用いた、気温変化と橋梁変位の分析結果

３次元データを用いた被災状況確認

その後

イノベーションNagoya2021
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橋梁崩落前の予兆の例 (事故調査報告書等より作成／六郷)

Ａ橋
• １ヶ月前、橋台と吊桁部の隙間が一定でなかった
• １時間前、跨道橋の下にコンクリート塊があった
• 数分前、30～50mmの路面沈下があった

Ｂ橋
• ２時間前、橋の揺れ方がいつもと違う（トラック運転手）
• １時間前、変な音がしたので車を止めて車体を調べたが

何もなかった（トラック運転手）

Ｃ橋
• ３年前、吊桁部の伸縮目地が開いていたので補修した
• ２週間前、大きな衝撃音を聞いた
• 何時の頃からか、揺れが大きくなったため、注意していた

橋梁の崩落等の重大事故の前には、変位変形や振動特性に
予兆がみられることも少なくない（例えば、下表）

衛星ＳＡＲデータを活用した変位モニタリング手法や、加速度
センサー等を用いたモニタリングシステムへの期待は大きい

６．今後に向けて

固定や車載の監視カメラの画像の活用も望まれる。撮影位
置の異なるカメラの画像から３Ｄモデル（座標）を求め、微小
な変位変形や振動特性が分かると有用である

公開されている監視カメラ映像の例
（中部地方整備局 木曽川上流河川事務所）
https://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/livecamera/Ie/li
ne_view.html?camno=178&area=14

この部分拡大

拡大写真

名古屋大学にある「ニュー・ブリッジ*」や岐阜大学にある「イ

ンフラミュージアム」を、教材や試験フィールド等として、気軽
に活用していただきたい

* 「ニュー・ブリッジ」は、名古屋大学とNEXCO中日本および中日本ハイウェイ・
エンジニアリング名古屋（株）が、共同で名古屋大学構内に設置した研修施設

インフラメンテナンスの仕事が楽になったり不要となるような一
層の技術開発と工夫が、設計、施工、運用、メンテナンス等の
各段階で望まれる

こんな技術が欲しい、こうした使い方をしたい、こんな仕事をし
たいといったユーザー側からの要望の発信が、もっと望まれる

https://www.youtube.com/watch?v=rYQnFUyv3bo

例： イタリアのサン・ジョルジョ高架橋 (2020年8月竣工)

（Google Map）

（YouTube）（YouTube）

例： イタリアのサン・ジョルジョ高架橋 (2020年8月竣工)

（Google Map）

（YouTube）（YouTube）
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