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はじめに

背景

社会資本ストックの老朽化

⇒現存する社会資本の効率的な運用・維持管理が極め
て重要（ 重要課題：点検）

目的

維持管理に対する課題の抽出

⇒維持管理技術の更なる向上を目指す

⇒施設管理者の視点・ニーズおよび産・官・学の共同
の可能性を踏まえて新技術を社会へ提供

背景と目的



1.現場の要望

＜見えない箇所の点検＞

狭隘箇所等、点検員が入れない箇所も点検したい

点検員が入るには危険を伴う箇所を安全に点検し
たい

＜ 簡易なモニタリング手法＞

点検の手法を簡易化したい

定期点検の費用を縮減したい

橋梁点検車等を使用せず簡易に点検を実施したい

被災時でも安全に点検を実施したい

⇒ロボットやカメラ技術の応用

1.1点検技術に関する要望



2.社会的動向

道路法施工規則の改訂（平成26年7月1日施行）橋梁
等の点検は、『必要な知識及び技能を有するものが
行うこととし、近接目視により、五年に一回の頻度
で行うことを基本とすること』

2.1橋梁等の点検の義務化（5年毎近接目視）

国土交通省 報道発表資料より引用



3.近接目視代替機の検証

＜点検ロボット＞

レール付移動カメラ

UAV（無人飛行体） etc

＜その他＞

ポールカメラ

高所用打音システム

赤外線サーモグラフィ etc

3.1近接目視の代替となるシステム



3.近接目視代替機の検証

UAV：無人航空機

三つ以上のプロペラを有するバッテリー駆動の飛行
体が主流

価格は数百万円～１千万円を超えるものもあるが、
ホビー製品であれば10万円程度から入手可能

飛行時間は20分程度のものが多い

GPSや各種センサーを搭載したり、自律飛行できる製品
もある

3.2UAV（Unmanned Aerial Vehicle)



3.近接目視代替機の検証

本格的なUAVは、高価であり導入のハードルが高い

ホビー製品（実売価格15万円程度）による実用性を
検討すべく、実証を行う。

3.2UAV（ホビー製品）による実証



3.近接目視代替機の検証

3.3UAV（ホビー製品）による実証

ビル窓に貼付したひびわれサンプルをUAVにて撮影

撮影高度は1Fと5F

接近距離は約1m

静止画、動画にて撮影



3.近接目視代替機の検証

3.3UAV（ホビー製品）による実証

撮影状況



3.近接目視代替機の検証

3.3UAV（ホビー製品）による実証

1F撮影結果（静止画） 5F撮影結果（動画キャプチャー）

0.2mm→
0.2mm→



3.近接目視代替機の検証

＜操作性＞

風速3～6m時においても1m程度の近接であれば可能

1週間程度練習すれば操作可能

風が強いとバッテリーの消耗が激しく撮影時間が短
くなる

風が強いと目標地点を捕捉するのに時間がかかる

見上げる（見下げる）ような目標物の場合には、高
低差の距離感が狂い易い

3.4UAV（ホビー製品）による実証結果



3.近接目視代替機の検証

＜判読性＞

動画からのチャプターでも細かいひびわれがあるこ
とは判読できる

解像度の関係上0.1mm差の区別は難しい

今回のガラスのような反射が強いものは自機の映り
こみもあり、撮影に向かない

正面及び下面は撮影可能であるが、桁下のような上
面の撮影ができない

⇒スクリーニング等の目的であれば使用可能

3.4UAV（ホビー製品）による実証結果



3.近接目視代替機の検証

3.5UAVを利用した今後の点検課題

費用対効果の検討

投資額、使用頻度 など

適用箇所の検討

立地条件（墜落時の安全性）

環境条件（風量、採光、障害物） など

使用に対するルールの整備

事故防止

プライバシーマナー など

データ整理法の検討

動画データから静止画データの抽出

撮影位置の特定方法 など



法面鳥瞰写真

※損傷写真は別
動画よりキャプチ
ャーしたもの

４.その他検討される使用例
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はじめに

長寿命化修繕計画の策定手法

活動背景

・設定事項
総合評価値（健全度）の算出 計算期間
劣化曲線 対策工実施後の回復率
架設年度が不明な橋の設定方法 架け替えの有無および耐用年数
損傷度の評点化 管理レベル
部材に対する重み係数 補修費用
劣化予測モデル 更新費用
採用シナリオ 点検方法 e.t.c

→様々な設定条件のもと長寿命化修繕計画を策定されているが，
確立されていない事項などは仮定のうえ策定されているのが実情

長寿命化修繕計画の現状
老朽化する橋梁のアセットマネジメントは重要課題

→予防保全管理型である長寿命化修繕計画を策定済みの市区町村は
79％と高い。しかし，計画に基づく修繕実施状況は、平成25年4月時
点で5％と低く、本格的な予防保全はこれから実施される。



1.研究テーマ

設定条件の把握と 適化

・長寿命化修繕計画における設定条件の把握と 適化
長寿命化修繕計画の現状を把握し，維持管理をより良いものとする。

→数回にわたり，アンケート及び分析を実施

計画作成会社へのアンケート

アンケートの分析

適設定の提案など

学識委員

関西大学 古田 均 教授

意見聴取

←諸条件把握のため



・対象橋梁：5822橋（総径間数：20830径間）
（内，架設年次不明橋梁数：1177橋（約20%)）

RC橋：2114橋 その他：365橋
PC橋：1975橋
鋼橋：1368橋

2.アンケート結果（1/2）

図1 点検要領 図2 採用シナリオ 図3 LCC算出期間

アンケート結果（一例）

・自治体数：19自治体



→各社（自治体）の設定にバラツキがあり，結果に影響してる。

図6 架替までの耐用年数図5 対策後回復率図4 劣化曲線

アンケート結果（一例）

2.アンケート結果（2/2）

・自治体数：19自治体



3.架け替え型の維持管理

橋梁は，橋長や構造種別，架橋位置，環境・交通条件などにより，
橋梁の特徴や劣化損傷の度合いも様々である。よって，これらの橋
梁を維持管理するには，今後も予防保全型の立場から維持管理を行
い，橋梁の長寿命化を図ることが基本となる。

更新（上部工の架け替え）による維持管理の可能性

一方，小規模な橋梁に着目した場合，予防保全型の管理を行うより
も，更新（上部工を架け替え）した方がライフサイクルコストが安
価となる可能性がある。

ここでは，予防保全型で維持管理を行った場合と，維持管理は行わ
ずに寿命（更新時期）に達した時点で上部工を架替えた場合との費
用比較を行った結果を一例として紹介する。



4.小規模橋梁の試算結果

図8 PC橋のLCC比較図7 RC橋のLCC比較

RC床版橋のLCC試算結果(L=6.2m，B=22.3m) PC橋のLCC試算結果(L=14.7m，B=7.0m)

架替
架替

大補修

※

大補修

※

※

※

※

※

※：付属物取替

※

※

※

※
※

※
※

※

※ ※

大補修

→RC橋の場合，架替(上部のみ)が予防保全より経済的
PC橋の場合，予防保全が架替(上部のみ)より経済的



5.現状と今後の課題

～橋梁の効率的な維持管理にむけて～

●小規模橋梁のLCCは，伸縮装置や高欄等の付属物が占め
る割合が非常に大きい。

●数回の点検結果のみで設定している劣化曲線の精度は
改善の余地がある。

●補修時の健全度の回復率，補修後の劣化曲線など，今
後適切に評価する必要がある。

●橋梁更新について，新設の安全，安心( 新基準，健全
度)を評価していく必要がある。

●平成26年6月に改訂された点検要領による，長寿命化修
繕計画への影響を確認する必要がある。
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はじめに

【活動背景と目的】

・笹子トンネル天井板落下事故を契機に，
社会資本の維持管理・更新の重要性が
再認識されている。
・この様な事故を二度と起こさないよう，
様々な取組が進められ，「道路トンネル
維持管理」 の進め方や基準は転換期を迎えている。
(総点検実施,道路法改正,トンネル定期点検要領の改訂等)
⇒現在のトンネル点検で全て第三者被害を未然に防げるか？

・トンネル維持管理の現状と課題を整理し，現在のトンネル点検
方法が本当によいのか？トンネルの維持管理を行ううえでどの
ようなことが必要なのか？について提言を述べる。

笹子トンネル天井板落下事故状況



1.道路トンネル維持管理の現状と課題

【トンネル定期点検要領の改訂】

道路法改正で道路管理者に以下の義務が明確化⇒TN定期点検要領改訂
①近接目視により，五年に一回の頻度でトンネル点検を実施すること
②トンネルの健全性の診断結果は，「健全」「予防保全段階」「早期
措置段階」「緊急措置段階」の四段階に区分すること。

③トンネル点検の内容を記録し，保存すること。

旧要領と新要領(直轄版,
自治体版)の相違点を整理
・適用範囲
・点検頻度
・点検方法
・点検箇所
・点検結果判定区分
・健全性の診断
・定期点検の体制

項　目
道路トンネル定期点検要領(案)

平成１４年４月

道路トンネル定期点検要領（直轄版）

平成２６年６月

道路トンネル定期点検要領(自治体版)

平成２６年６月

点検頻度

・具体的な点検方法について細かく記載 ・具体的な点検方法について記載はない

定期点検は，５年に１回の頻度で実施することを基本とする．

なお，トンネルの状態によっては５年より短い間隔で点検することを妨げるものではな

い．

初回の定期点検は，トンネル建設後1年から２年の間に実施するのが望ましい．ここで

いう建設後とは，覆工打設完了後のことを指す.

初回定期点検：

トンネル全延長（本体工＋付属物）に対して近接目視により状況を観察するとともに覆

工表面を全面的に打音検査することを標準とする

二回目以降の定期点検：

トンネル全延長に対して近接目視を行うとともに必要に応じて打音検査を基本とする

・ 今後，調査技術者が近接目視によって行う評価と同等の評価が行えると判断できる

新技術が開発された場合は，新技術の併用を妨げるものではない

・ 必要に応じて触診や打音検査を含む非破壊検査等を適用する

点検方法

初回定期点検：

トンネル本体工を対象とした近接目視，打

音検査

二回目以降の定期点検：

初回定期点検で詳細に把握されている変状

を遠望目視点検で照合する。

変状の進行箇所や新たな変状が発生した箇

所および，前回点検の結果以降に補修・補

強対策が講じられた箇所に対して近接目視

による変状の把握と打音検査によるうき・

はく離の有無および範囲の確認をおこなう

ものである。

※二回目以降の定期点検は遠望目視が基本

前回

判定

建設後１～２年以内

（供用開始前）

A
A判定箇所のあったトンネルは2年
に1回程度とする

B

B判定箇所のあったトンネルは2年
に1回程度を原則とし，調査の結

果，点検間隔が延ばせると判断さ

れた場合は5年に1回程度とする

S
S判定箇所のあったトンネルは5年
に1回程度とする

二回目以降の
定期点検

定期点検 頻　　度

初回定期点検 －

旧要領と新要領の比較表（一部）



1.道路トンネル維持管理の現状と課題

覆工表面に着目し、本当にひび割れ、うき
・剥落の点検だけで本当にいいのか？

覆工厚・背面空洞

は打音検査で濁音・

異音⇒調査の要否

が要の判定で実施

【点検における主な着目点】
①覆工の目地及び打ち継目②覆工の天端付近③覆工ス
パンの中間付近④顕著な変状の周辺（ひび割れ箇所、
覆工等の変色箇所、漏水箇所、覆工の段差箇所、補修
箇所、コールドジョイント付近に発生した変状箇所）
⑤附属物

【定期点検箇所と課題】

定期点検を対象としたメンテナンスサイクルの基本的なフロー



2.背面空洞に潜む危険

現在のトンネル施工法
昭和50年代から普及

昔のトンネル施工法
昭和40年代以前(高度成長期)

矢板工法で施工されたトンネルの特徴

①矢板と地山との間に空隙が生じる

②当時のコンクリート打設方法は万全
でなく、天端で巻厚不足となりやすい

⇒背面空洞の存在が懸念される

吹付コンクリート

ロックボルト

ＮＡＴＭ工法 矢板工法(在来工法)

覆工コンクリート

矢板

鋼製支保工

【矢板工法で施工されたトンネルの特徴】

地山と吹付Conが密着 地山と矢板の間に隙間
(完全に密着しない)

掛け矢板 縫地矢板

木矢板

鋼アーチ支保工



突発的崩壊事故：
日常比較的軽微な変状しか見られなかったの
に、突然天端部が崩壊する事故

⇒トンネル変状を観察する時間的余裕がなく崩壊
に関する予測が難しく、発生により人身事故な
ど重大な被害を招く恐れがある。

⇒背面空洞の把握と対策（充填）が重要！

2.背面空洞に潜む危険

【背面空洞に起因するトンネルの変状】

覆工背面に空洞が残存し地盤反力が確保で
きない場合は覆工アーチが押し上げられる。

覆工背面に空洞が残存する場合、上部の岩塊が堆積
して覆工に局所的な荷重が作用する。
場合によって覆工が突発的に崩壊する場合がある。

断層部の土砂が、集中豪雨に伴う地下水
流入により崩落(水路トンネル)

「山岳ﾄﾝﾈﾙ覆工の現状と対策)」より

愛知県トンネル崩落事故状況
NHKスペシャル

「調査報告日本のインフラが危ない」より



3.背面空洞の調査方法と充填対策

【背面空洞の調査方法】

調査方法は、局所破壊検査と非破壊検査に大別される
①局所破壊検査
・トンネル内部からのボーリング
・ﾎﾞｱﾎｰﾙｶﾒﾗ、ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ
②非破壊検査
・電磁波レーダー探査

背面空洞調査の課題
・作業時間が長く、高コストで、車線規制が必要
・破壊検査は構造物に悪影響を及ぼしかねない
・経年劣化したトンネルの破壊検査は、調査作業が危険
・覆工厚が厚い場合などは、データの精度が悪くなる

電磁波レーダー探査状況



3.背面空洞の調査方法と対策

【背面空洞の対策】

背面空洞の効果的な対策は充填（裏込注入）
効果①作用する外力を均一に作用させる
効果②空洞の安定化（突発性崩壊の防止）

少しでも隙間が残存すると悪影響を与えるので、裏込注入
を行う際は、空洞を完全に充填する必要がある。
主な注入材料と特徴
①エアモルタル… 近は、あまり用いられない。
②可塑性エアモルタル…空洞への確実な充填が期待可能

近の主流で、施工実績が多い
③ウレタン…早期硬化、軽量、低強度、省スペース施工

小規模施工の場合、湧水が多量な場合に適

裏込注入効果



４.トンネル点検の新技術の紹介

【走行型高速３Dトンネル点検システム MIMM-R】

交通規制が不要で、高速走行しながらトンネル点検が可能

ミーム ・ アール

・トンネルレーザ計測及び変形解析：断面の変形（覆工の変形、段差等）の検出
・トンネル画像計測及び損傷度評価：覆工コンクリート表面の画像撮影と損傷把握
・トンネルレーダ計測及び空洞評価：非接触型レーダによる巻厚、背面空洞の探査

高速走行しながら、非接触レーダアンテナで覆工厚さ、背面空洞を探査

展開図(ひび割れ、漏水等の把握) コンター図(変形、段差等の把握)

画像計測装置

レーダ計測装置

レーザ計測装置

開発：パシフィックコンサルタンツ株式会社
共同開発：計測検査㈱、iｼｽﾃﾑﾘｻｰﾁ㈱、㈱ｳｫｰﾙﾅｯﾄ



5.まとめと今後の課題

・高度成長期（昭和40年代）に施工されたトンネルは、覆
工背面に空洞が生じやすい工法で施工され、背面空洞に
は突発的崩壊の危険が潜んでいる。(可能性があるのは、
全国のトンネルの４０％その数、およそ４，０００に上る）

⇒特に矢板工法で施工されたトンネルは、早急に背面空洞
の調査を実施して空洞を把握し、充填する必要がある。

【提言】
●矢板工法のトンネルは点検時に背面空洞調査を必須とする
●背面空洞調査と充填対策の指針整備、予算・人員の確保
●交通規制とコスト低減に帰する背面空洞調査・裏込注入
の新技術導入

●背面空洞に潜む危険を共通認識する（発注者、受注者）



旧鳥飼大橋の材料試験と亀裂破面観察

撤去された鋼橋から採取した鋼部材の材料・強度特性を調査

材料試験実施内容
・化学成分分析（12元素）
・引張試験、縦弾性係数測定
・シャルピー衝撃試験
・亀裂破面観察

旧鳥飼大橋の走行面

調査結果詳細は、建コン協会近畿支部ホームページで公開予定

亀裂破面観察



ご清聴ありがとうございました。

以上


