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技

橋やアーチ橋のような複雑な骨組構造も数多くあ

術

鋼橋点検で期待されるロボット技術

り、コンクリート橋に比べ部材断面も、主部材と2
次部材との接合も複雑となっている。トラス橋や

岐阜大学 SIP 実装プロジェクトでは、活動の一

アーチ橋の橋梁点検では、図－1、図－2のように、

環として、橋長594m の各務原大橋の定期点検に

複雑な骨組構造の間に点検車のバケットを慎重に

ロボット技術を取り入れることを目指した活動を

挿入する操作を行う必要があり、点検作業の効率

行っている。この活動の中で、点検ロボット等の

が著しく低下し、バケットの形状による制約から

新技術導入に向けて、コンクリート橋の点検を対

近接できない部位も発生する。近接できない部位

象として、関連する基準類の整備 、要求性能の明

については高所ロープ作業を利用した点検によっ

2)

確化 、技術の評価 、技術の組合せを含めた運用

て補足が必要な場合もある。このようなことから、

提案を行ってきた。

鋼橋の点検作業を効率よく的確に実施するために、

1）

2)
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一方、鋼橋のトラス構造やアーチ構造では、断

橋梁点検ロボットを利用した点検を望む声は大き

面形状が複雑で、2次部材も多く、橋梁点検車等を

いものの、現時点では橋梁点検ロボットの広範囲

利用した点検作業が必要となるが、その作業効率

での適用は難易度が高いと考えられる。ここでは、

は低い。そのため、鋼橋に関しても、ロボット技術

コンクリート橋を対象とした指針（案）1) を各務原

を活用した橋梁点検を推進する必要があり、鋼橋

大橋に適用した知見を踏まえて、地方自治体が管

点検時の課題を踏まえた基準類の整備等が必要で

理する鋼橋の定期点検に利用するロボット技術へ

ある。

の要求性能について述べる。

ここでは、これまでの活動で得られた経験を踏
まえて、コンクリート橋を対象とした基準や要求

広い視野と狭い視野での点検機能

展

性能を、鋼橋へ適用拡大するための考え方につい

開

て述べる。

鋼橋の代表的な劣化形態には、腐食と疲労があ
る。腐食発生の原因となる防食機能の劣化は、比

鋼橋定期点検での課題

較的広範囲での情報取得が必要となる。一方、健
全性評価に大きく影響する局部腐食は、比較的狭
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鋼橋は、薄板集成構造で点検が必要な部材の表

い視野での情報取得が必要となる。局部腐食部位

面積も大きく、鈑桁や箱桁構造だけでなくトラス

については、板厚減少の測定実施の判断が可能な
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図－1 下路式トラスドランガー橋の点検4)

図－2 上路式アーチ橋の点検4)

術者による打音点検で検出されるが、現状のロボッ

橋の点検でも、視野の異なる2種類の点検機能が

ト技術では、ボルトの頭やナット部の確実な打音

求められる。

は難しく、ボルトのゆるみによる隙間や、ボルト

技

レベルでの情報取得が求められる。そのため、鋼

明るさが不足する部位での点検対応
鋼橋で多用される塗装は様々な色彩が利用され

術

頭やナットの鋼板接触部の塗膜割れを検出するこ
とで代替する対応が現実的と考えられる。

鋼橋 RC 床版のひび割れ検出精度

ており、暗色系の塗装系の鋼橋では、コンクリー
ト橋に比べて十分な明るさが確保できない状況で

鋼橋のコンクリート床版のひび割れは、遊離石

の点検作業が多くなる。そのため、明るさが不足

灰を伴うひび割れが多いが、遊離石灰を伴わない

する部位でも的確な変状把握ができる機能が求め

ひび割れもあり、点検ロボット技術では、この検

られる。

出精度が課題である。健全性区分Ⅱ以上となり得
の一方向あるいは二方向ひび割れ（最大ひび割れ

域

亀裂の検出精度

地

る変状に限れば、
「遊離石灰を伴わない広い範囲
幅0.2mm 程度）
」が検出できればよい。
鋼材の亀裂は溶接部を起点として発生し、初期
段階では塗膜割れを伴う亀裂として、時には錆汁

狭隘部位への近接機能

も伴う変状として検出される。ただし、鋼材の亀
裂でない塗膜割れも多数存在する。橋梁定期点検

鋼橋点検では、橋軸方向に配置された主構や主
桁と、橋軸直角方向に配置された部材（床組や上

今後十分な議論が必要と考えられるが、コンクリー

支材等）との交差部、あるいは主構や主桁とトラ

トのひび割れ幅の検出目安とした0.2mm 程度を

ス構造の横構や対傾構との交差する部位に近接す

基本とすることも考えられる。

る必要があり、進入方向にも水平方向や鉛直方向

展

での塗膜割れの検出に対する要求精度については、

ボルトのゆるみ・脱落の検出

開

などの制約を受ける構造形式が多い。このため、
狭隘な範囲での的確な操作性が求められる。筆者
らが実施した鋼橋のフィールド試験（岐阜市の千
鋼橋での連結には、高力ボルトや普通ボルトが

鳥橋）では、図－3に示すような球殻ガードを有す

多用されており、これらのゆるみや脱落の検出が

る点検ロボット5) が、狭隘部位への近接機能に優

求められる。ボルトのゆるみについては、点検技

れていた。また、鋼橋の特性を活用した点検ロボッ
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トとして、吊下げワイヤ長さの制御で桁下を全方
向に移動する点検ロボット5)、鋼材に磁力で吸着
して移動する機構を有する点検ロボット6)、鋼鈑
桁橋の下フランジに懸架して移動する点検ロボッ
導 入

ト6) 等も、狭隘部位への近接機能が優れており、鋼
橋点検での活用が期待される。

狭隘部位での効率的な変状撮影
狭隘部位の多い鋼橋では、そこへの出入りが作
業時間の多くを占める。狭隘部位に近接したまま

図－3 球殻ガードを有する点検ロボット

の状態で多方向の撮影を行い出入りに必要な時間
を短縮する必要がある。その一例として、高解像
度の360度カメラでの撮影を行うなどの対応も考
技

えられる。コンクリート橋での事例であるが、各

術

務原大橋で試行した360度カメラを装着した橋梁
点検ロボットの狭隘部での稼働状況を図－4に、
その取得画像を図－5に示す。このような利用方
法でも、幅0.2mm 程度のひび割れを十分に検知
することは可能であった。

路面上側の点検作業の効率化

図－4 360度カメラを装着したドローン

図－1に示した下路橋の点検では、高所作業車
地

や橋梁点検車によって、1～1.5車線の通行規制が

域

発生する。一方、ドローン系のロボットを活用し
た橋梁点検では、桁下の点検時の通行規制は発生
しないが、路面から上側の点検時には全面的な規
制が必要となる。短時間での全面通行規制とする
ために、複数のロボットの同時稼働等で点検作業
の効率化を行う必要がある。

鋼橋点検への要求性能の事例
（案）
展

前述した事項を踏まえて、岐阜県橋梁点検マニュ

開

アル に沿った要求性能として整理すると表－1
3)

図－5 左側ウエブ面におけるひび割れの検出

えて、今後の基準類の検討の際の初期値となるよ
う提示したものである。

に示すようになる。鋼橋は、コンクリート橋に比
べて、橋種によって狭隘部位へ近接する要求性能

ロボット技術の組合せ

が大きく異なるため、適用橋種による区分を設け
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た。なお、この表は筆者らのコンクリート橋を対

各務原大橋でのフィールド試験や、実業務の橋

象とした橋梁点検ロボット技術の導入活動を踏ま

梁点検での利用状況を踏まえると、現時点では単
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表－1 ロボット技術による取得情報への要求性能の例（鋼橋）

上路橋
下路橋
有無と種類

変状検出

位

置

範

囲

方向等
水の
侵入経路
変状計測

変

位

学識経験者を含めた委
員会等が主催する実橋
トラス橋等で3m ×5m 程度の空間を点検機構が上下・水平方向に自在に通過できる。 梁あるいはモデル橋梁
施設でのフィールド試
トラス橋等で3m ×5m 程度の空間を点検機構が上下・水平方向に自在に通過でき、
験にて検証
橋面上の点検での全面通行止め時間を短縮する機能を有する。
変状（腐食、塗装割れ、ボルト・リベットのゆるみ・脱落、破断、防食機能の劣化、鋼板
の変形・欠損）の有無と種類を認識できる。
変状箇所と他の部材との位置関係を検出できる。

近接目視により作成さ
れた変状図と比較して、
変状 の 位置、範囲等 が
概ね一致している。

「局部的」か「広範囲」かを判断できる。
亀裂、破断、変形等の方向を検出できる。
腐食や防食機能の劣化について、水の侵入経路や発生源を検出できる。
鋼板の変形・欠損を1cm 以内の誤差で計測できる。
変状の寸法を5cm 以内の誤差で計測できる。
桁遊間や支承の変位を10mm 以内の誤差で計測できる。

独のロボット技術では現行の点検技術基準の要求
を全て満足することは難しく、点検部位や点検作
業に応じたロボット技術の使い分けや組合せが不
可欠である。的確な点検ロボット技術の活用を推
進するために、日本各地で実施されたフィールド
試験結果などを整理して、点検部位とロボット技
術の対応表等を作成して公表することが望まれる。

ような形態が考えられる。
①事前調査に活用し、全面的な近接目視点検作業
の効率化（現在の指針
（案）1）の考え方）
②スクリーニングに活用し、近接目視点検作業を
行う部位の選定
③過年度の近接目視点検で健全性区分Ⅰと判定さ

取り入れた橋梁点検指針（案）－地方自治体向け−、岐阜
大学 SIP 実装プロジェクト、平成30年4月
2 ) 各務原大橋点検方法検討会：各務原大橋点検方法検討会報
告書、岐阜大学 SIP 実装プロジェクト、平成30年4月
3 ) 岐阜県県土整備部道路維持課：岐阜県橋梁点検マニュアル、
平成28年3月
4 ) ネオテックジャパン：構造物点検 HP、http://neotech-j.
co.jp/check.html、
（閲覧日：2018年9月10日）
5 ) 内閣府：インフラ維持管理・更新・マネジメント技術プロ
ジェクト紹介、pp.106-107、平成29年3月
6 ) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構：
インフラ維持管理用ロボット技術 開発技術説明書、2018
年3月
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展

れた橋梁に対する近接目視点検の代替

1 ) 新しい橋梁点検技術の適用性評価委員会：ロボット技術を

域

ロボット技術による橋梁点検支援には、以下の
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計測結果 が、概 ね 左記
に示す許容誤差の範囲
内である。

術
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1m ×2m 程度の空間を点検機構が上下方向に自在に通過できる。

技

寸

検証方法

導 入

適用橋種

鈑桁・箱桁
（上路式）

要求内容

開

橋梁点検作業の効率化、コスト縮減の観点から
は、将来的には、②および③の対応が望ましいと
思われる。改訂が進められている点検要領との整
合性が確保できるように、点検支援の基本的な考
え方を見直す必要がある。
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