特集：地方公共団体における橋梁・PC 構造物の維持管理に向けた取組み
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橋梁点検用ロボット技術の活用促進に向けた取組み
六郷

恵哲＊1・羽田野

英明＊2・矢島
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2018 年度に，全国の地方自治体のなかで初めて，各務原市が実施した各務原大橋（長大 PC 橋）の定期点検を，高解像度カメ
ラや打音装置を備えた点検用のロボット技術を活用して支援した。この定期点検では，まずロボット技術を取り入れた事前調
査を行い，その結果を踏まえて点検技術者による近接目視点検を行った。その結果，橋梁点検車による橋面片側交通規制期間
を，10 日間から 4 日間に大幅に短縮できた。点検技術者からは，
「かぎられた時間のなかで見落としのない点検を実施すること
のリスクとプレッシャーから解放された」との感想があった。橋梁点検におけるロボット技術を，一般的な技術として広く普
及させるために必要な取組みとして，① ロボット技術の供給体制やロボット技術を活用する受発注体制の整備，② 鋼橋への適
用性や多主桁橋の主桁間の点検への適用性の明確化，③ ロボット技術の組合せ事例の公開，④ 補修設計における変状寸法調査
や新設橋梁の初回点検調査，補修対策の長期モニタリングなどの定期点検以外への積極的な活用が望まれることを指摘した。
キーワード：PC 橋，橋梁点検，ロボット，点検支援技術

1．は じ め に

鋼桁橋

インフラ維持管理の分野において，地域の大学には，研

盛土

PC 橋

究開発に加え人材育成や新技術導入などの支援活動が期待

トンネル断面

されている。岐阜大学のインフラマネジメント技術研究セ
ンターでは，2008 年に社会基盤メンテナンスエキスパー

（4.4 m×15.6 m）

ト（ME）養成講座を開設し，現在までに約 500 名の維持
管理技術者（ME 有資格者）を輩出している。写真 - 1（QR

岐阜大学キャンパス

コードよりミュージアムの 3D 写真リンク先に接続）に示

写真 - 1

すように，実物大の PC 橋モデル，鋼桁端部モデル，トン

岐阜大学のインフラミュージアム

ネル断面モデル，盛土モデルで構成される教材としての
「インフラミュージアム」1）を岐阜大学キャンパス内に設

施した各務原大橋（橋長 594 m の PC 橋）の定期点検にお

置し，大学や企業の研修などで活用している。内閣府主導

いて，高解像度カメラや打音装置を備えたロボット技術（以

の SIP インフラ 2） において，地方自治体などに新技術を

下，ロボット技術）を活用した支援を行った。道路橋定期

使っていただく（実装する）ための地域実装支援活動が，

点検要領が改訂される前の 2018 年度の定期点検であった

2019 年 3 月まで 2 年半にわたって行われた 。

ため，まずロボット技術による事前調査を行い，その結果

3）

この地域実装支援活動のなかで，筆者ら（以下，岐阜大

を用いて近接目視点検を実施した。これにより，橋梁点検

学 SIP）は 2017 年度には地方自治体の橋梁点検において

車両による橋面片側交通規制期間を 10 日間から 4 日間に

橋梁点検用ロボット技術を活用するための指針

短縮できた。

4）

の作成

道路橋定期点検要領 5）が 2019 年 2 月に改訂され，新技

やフィールド試験を行った。2018 年度には各務原市が実
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術の活用を含めた見直しが行われたことから，橋梁点検支
援技術の活用事例が注目されている。この解説では，各務
原大橋の定期点検へのロボット技術の活用事例について紹
介するとともに，こうした橋梁点検支援技術の活用促進に
望まれる取組みについて述べる。

2．橋梁点検の目的と支援技術

400 3 000 1 400

7 500

1 400 3 000 400

懐幅 4 000

一般に，橋梁点検は，初期点検，日常点検，定期点検，
臨時点検，モニタリングなどとして行われている。橋梁点
検の主な目的としては，利用者の安全確保，重大事故の防

2 300

止，構造物の長寿命化があげられる。点検業務の改善目標
としては，点検精度の向上，点検データのより良い記録と

一般的な大型点検車では干渉発生

活用，点検作業の安全性向上，点検費用の削減などがあげ
られる。
点検業務の支援技術としては，高解像度カメラ，赤外線

図- 1

カメラ，打音装置，変状検出技術，変状表示技術，診断支

大型橋梁点検車を用いた点検が困難な各務原大橋

援技術，接近用ロボット技術などがあげられる。高解像度
カメラにより，コンクリート表面のひび割れや剥落など，

業務 1

主に構造物の外観変状に関する情報が得られる。高解像度

管理者：各務原市
橋 長：594 m
全 幅：17.1 m
車道幅：7.5 m
自歩道幅：2@ 3.0 m
10 径間連続フィンバック橋
2013 年竣工

【事前調査】
ロボットによる
変状情報取得

カメラで取得した画像を記録保存し，変状の経時変化の把
握に役立てる技術の早急な確立が期待されている。赤外線

【変状把握】
重点的な近接目視範
囲の抽出

カメラにより，コンクリートの浮きや内部の空洞など，主
に内部変状に関する情報が得られる。
2019 年 2 月に改正された道路橋定期点検要領には，「4．
状態の把握」において「定期点検を行う者は，健全性の診

業務 2

断の根拠となる道路橋の現在の状態を，近接目視により把
握するか，または，自らの近接目視によるときと同等の健

橋梁点検員による
【近接目視点検】
【損傷程度の評価】

点検画像
位置情報
・
変状情報
・
損傷情報

橋梁点検員による
【対策区分判定】
【健全性診断】

全性の診断を行うことができる情報が得られると判断した
方法により把握しなければならない」と記載されている。
道路橋定期点検要領の改正により，高解像度カメラは，
近接目視と同程度に構造物の外観変状を把握できることが

【点検結果の記録】

確認されている場合には，近接目視に代えて用いることが
でき，点検業務の効率化に有効である。高解像度カメラに

図- 2

よる近接目視の代替は，構造物の外観変状が無い場合や軽

ロボット技術を活用した橋梁点検の手順

微な場合にも，記録として残せるので威力を発揮する。
いて，とくに重点的に点検すべき部位や範囲を点検技術者

3．PC 橋の定期点検へのロボット技術の活用 6，7）
3.1

があらかじめ決め，効率的な作業を行った。
3.2

各務原大橋の特徴と定期点検

⑴

各務原市が管理する各務原大橋は橋長 594 m の長大 PC

ロボット技術を活用した事前調査
活用したロボット技術

橋であり，自転車歩行者道幅が 3 m と広いことから，図

岐阜大学 SIP によるフィールド試験の結果 8） から，各

- 1 に示すような一般的な大型橋梁点検車（懐幅 4 m）の

務原大橋のすべての部材の事前調査を単一のロボット技術

利用が困難である。超大型橋梁点検車（懐幅 5 m）やロー

で網羅することは，現状のロボット技術の機能・性能では

プワーク，点検用足場などの特殊な点検方法が必要とされ，

難しいと判断した。このため，今回の事前調査では，フィ

点検費用が大きくなる。

ールド試験やその評価結果 8）を踏まえて，図 - 3 に示す 6

そこで，2018 年度に各務原市が実施した各務原大橋の

種類のロボット技術を組み合せて活用した。図 - 4 に各

定期点検では，図 - 2 に示すように，ロボット技術を活

ロボット技術における調査対象部材の分担を示す。具体的

用した事前調査（以下「事前調査」という）を，道路橋定

な実施工程を，図 - 5 に示す。
⑵

期点検要領に基づく近接目視点検に先立って実施した。岐

広域調査

阜大学 SIP が担当した事前調査では，点検対象とする部位

橋梁全体の状況把握，各種変状の位置関係の把握，橋梁

について，ロボットに搭載したカメラなどにより取得した

のオルソ画像や 3 次元モデルの作成を目的として，橋梁全

情報から，変状の有無や程度を把握した。建設コンサルタ

体を比較的視野の広いカメラで連続撮影した。0.3 mm 程

ントが担当した近接目視点検では，事前調査の情報に基づ

度のひび割れを検出できる解像度（0.84 mm/pixel 程度）
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種類

技術名称
技術の特徴

技術名称
技術の特徴

ロボットの稼働状況

ロボットの稼働状況

ドローン系
ロボットカメラ系
打音点検ロボット

① 二輪型マルチコプタ：
車輪を活用した一定距離で
の近接撮影により高精細な
画像が撮影できる。有線に
よる電源供給のため，長時
間の連続撮影が可能であ
る。

② 可変ピッチ機能付ドロー
ン：風の影響を受けにくく，
撮影効率が良い。撮影距離
を調整できるので，要求精
度に応じて広域調査から狭
域調査まで幅広い活用がで
きる。

③ 橋梁点検ロボットカメ
ラ： 可搬性に優れ，操作が
容易で，点検技術者が自ら
操作できる。点検作業は，
橋面あるいは，桁下地面か
ら行うため，安全性に優れ
る。

④ 橋梁点検カメラシステ
ム：歩道を 1 m 程度占有し
た機動性の良い近接点検が
できる。打検棒や赤外線カ
メラを活用してコンクリー
トの浮きの検出もできる。

⑤ 打音機能付き飛行ロボ
ット： 走行車輪を活用して
打音点検と同時に近接撮影
ができる。有線による電源
供給のため，長時間の連続
点検が可能である。

⑥ 打音点検飛行ロボット：
高精度の制御技術で鉛直面
の打音点検ができる。打撃
音はドローンのプロペラ音
を除去した聞き取りがで
き，有線による電源供給で
長時間の連続点検が可能。

図- 3
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狭域調査

広域調査
上部工
支承周り
下部工
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図- 4

作 業 項 目 等

7月

8月

9月 10月 11月 12月 1月

ロボット技術の担当範囲
を要求性能とし，撮影範囲は 5 m × 3.4 m 程度とした。そ

2月

の性能は，岐阜大学 SIP のフィールド試験で確認した。

事前準備（関係機関協議等）
事前調査

現地調査

広域調査結果は，図 - 6 に示すように構造物単位（上

ロボット機能調整

部工 1 径間，下部工 1 橋脚）ごとのオルソ画像を 5 m ×

広域調査
狭域調査

5 m 程度のメッシュに分割して，各メッシュに対して撮影

打音点検
内 業

オリジナル画像との関連付けを行った。この撮影オリジナ

変状状況資料作成

ル画像に対しては，ソフトウエア上で変状のマーキングや

変状状況の把握

近接目視

注釈の記入，画像の拡大表示が可能であり，机上での変状

重点目視部位の整理

確認と，後続の近接目視点検計画のための資料作成を効率

事前準備
点検車等による近接目視

的に実施することができた。

点検結果の取り纏め

図- 5

⑶

狭域調査

0.2 mm 以上のひび割れを含む各種変状を検出すること

実施工程
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表- 1
変状検出
変状計測

有無と種類
位 置
範 囲
方向など
水の侵入経路

P5‐P6_

寸

法

変

位

ロボット技術による取得情報への要求内容

要 求 内 容
検証方法
変状の有無と種類を認識できる。
近接目視により作成された
変状箇所と他の部材との位置関係を検出できる。
変状図と比較して，変状の
「局所的」か「広範囲」かを判断できる。
位置，範囲，方向がおおむ
変状の方向性やパターンを検出できる。
ね一致している。
漏水や遊離石灰などの変状について，水の浸入経路や発生源を検出できる。
0.2 mm 以上のひび割れ幅を 0.1 mm 以内の誤差で計測できる。
変状や精度検証指標の計測
結果が，おおむね左記に示
変状の寸法を 50 mm 以内の誤差で計測できる。
す許容誤差の範囲内である。
桁遊間や支承の変位を 10 mm 以内の誤差で計測できる。

メッシュ分割したオルソ画像

Cr0201

0.3 mm のひび割れが検出できる
拡大・縮小・編集可能な広域写真
変状

P6

P5

Cr0101

関連付け
⑥ ひび割れ

⑫ うき

⑧ 遊離石灰

⑦ 剥離・鉄筋露出

漏水，さび

⒜

3188
3230

2570
3354

3177
3239

2559
3347

2268,2382
2412,2595
2739,2759
2276,2371
2421,2606
2729,2771

2300,2347
3138,3148 2526,2697
2356,2435
3319
3273
2445,2790
2307,2336
3282,3302 2513,2637
2452,2651
2683,3312 2683,2798

その他

広域写真ごとの変状情報

⒝

図- 6

写真番号
写

Cr0117

2127,2233
2880,2908

1991
2095

1739,1838
1864,1966

1605
1715

1391,1429 1178,1288
1454,1575 1313

1026
1146

3030

2135,2142
2223,2868
2920

1999
2083

1747,1829
1872,1879
1956

1614
1705

1415,1461 1185,1276
1490,1563 1320

1034
1137

3018

2157,2201
2208,2829
2840,2946

2013
2060

1764,1773
1807,1896
1935

1638
1685

1398,1404 1193,1268
2537,2549 2285,2291 2149,2213
2006,2068 1756,1814 1622,1629
1041,1046
3165,3250
2363,2429
1470,1478 1260,1328,
2615,2627
1820,1886
2615,2716 2849,2858 2075
1692,1698
1121,1129
3264
1546,1552 1334
3332
1942,1948
2705,2780 2927,2936

⑨ 抜け落ち，ジャンカ，補修後

気泡

Cr0217

3002
3013

1391,1415
1199,1206
1461,1490
1252,1343
1537

1055
1113

2995

2166,2194 2023,2034 1782,1801 1647,1676 1382,1454 1216,1244
1504,1528 1355
1906,1928 1685
2809,2954 2054

1066
1104

2991

広域調査の写真台帳情報

広域調査結果の表示例

損傷程度

広域画像

点検メモ

近接画像

変状情報との関連付け

⒜

橋梁全体三次元モデル

図- 7

⒝

詳細点検情報

三次元変状マップと変状情報を紐付した狭域調査結果の表示例

を目的として，部材に近接した詳細画像を比較的狭いカメ

示すようにタブレット端末上に三次元構造モデルを表示

ラ視野で撮影した。岐阜県橋梁点検マニュアル 9） をもと

し，検出された変状の位置を示すとともに，変状写真（健

に作成したロボット技術への要求性能を表 - 1 に示す。

全性判定付き）を関連付けし，近接目視点検の現場で利用

使用した技術がこの性能を満たすことを，岐阜大学 SIP の

することで，作業の効率化を図った。
⑷

フィールド試験で確認した。

打音点検調査

狭域調査結果については，近接目視点検の取り纏めに利

広域調査や狭域調査によって，変色などからコンクリー

用できるように変状マップと写真台帳に整理した。変状マ

トの剥離や浮きが疑われる部位について，ロボット技術を

ップは，変状位置と構造物との位置関係が理解しやすいよ

活用した打音点検調査を行った。なお，今回の事前調査で

うに，広域調査で作成したオルソ画像を背景に配置し，そ

は，剥離や浮きが疑われる部位が全区間で抽出されたが，

の画像上に変状位置を示す資料とした。また，図 - 7 に

打音点検ロボットの作業効率や利用可能期間の制約から，
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下部工は P9 橋脚，上部工は P7 〜 P8 径間で実施し，他の

供給体制が有力と考えられる。一方，ドローン系のロボッ

部位は近接目視点検において確認することとした。

ト技術の場合には，個別ロボット技術による点検作業の受

3.3

事前調査結果を踏まえた近接目視点検

託だけでなく，複数のロボット技術を組み合せて活用する
点検作業を受託する体制の整備が望まれる。

ロボット技術による事前調査で作成した変状図をもと
に，標準部については超大型橋梁点検車を使用し，拡幅部

4.2

についてはロープアクセスにより，上部工ならびに下部工

ロボット技術の活用推進では，受注者と発注者にとって

ロボット技術を活用する受発注体制の整備

の下記の部位について，近接目視点検を重点的に実施した。

のメリットを明確にし，受注者から積極的に技術活用を提

・健全性判定でⅡ以上の変状箇所（0.3 mm 以上の幅のひ

起するような状況とする必要がある。具体的には，以下の
ような対応が考えられる。

び割れ箇所など）

⑴

・ひび割れ（0.3 mm 未満）の密集発生個所

点検結果の利活用の優位性に関する情報提供と点検
成果様式の改良

・うき，剥離が疑われる箇所
ロボット点検技術により作成された変状図をもとに近接

ロボット技術を活用した橋梁点検結果は，電子化された

目視点検を行ったことにより，橋梁点検車による橋面片側

点検結果として，3 次元でのデータ参照や，前回点検成果

交通規制期間を 10 日間から 4 日間に短縮できた。近接目

とのデータ比較などが可能である。これら点検結果の利活

視点検を，必要なところだけ行えば，点検作業はさらに短

用の優位性について，ロボット技術開発者側から，橋梁点

縮される。ロボット技術による撮影結果では，蜘蛛の糸や

検業務の発注者や受注者への情報提供を精力的に行う必要

施工時のコンクリートのノロをひび割れとして抽出する場

がある。また，ロボット点検技術の利活用をさらに推進す

合があった。しかし，ひび割れをはじめとする変状の見落

るために，点検ロボット技術を活用した橋梁点検成果の新

としが無く，変状結果を記録できるメリットは大きい。

たな納品様式を定める必要がある。

3.4

⑵

関係者からのコメント

業務受注時の優位性への配慮

各務原大橋を管理している各務原市の技術職員ならびに

ロボット技術の活用提案が，受注時に優位に評価された

事前調査の情報に基づいて近接目視点検を行った点検技術

り，業務完了時の成績で優位に評価されたりするような受

者から，次のコメントが得られた。

注者のインセンティブを考慮した受発注体制を整備する。

⑴

⑶

橋梁の管理者

業務契約の柔軟な変更

・道路管理者としては，保有するインフラ資産を適正に管

ロボット技術を活用した点検では，変状状況により近接

理することが目的であり，その理念を踏まえてロボット

目視の作業量の変動が大きい場合があり，業務契約内容の

技術の導入に取り組んだ結果，点検の精度が大幅に上が

柔軟な変更対応が必要である。
4.3

るとともに効率化が進み，成果面，費用面で大きなメリ

橋梁点検業務の受注者がロボット技術を活用する場合に

ットがあった。

準拠する参考資料として，「新技術利用のガイドライン

・この度の取組みは，新しい橋梁点検のあり方を示す大き

（案）」5） と「点検支援技術性能カタログ（案）」5） が公表

な一歩となった。
⑵

ロボット点検の適用条件などの明確化

点検技術者

されている。実用面では以下に示すような情報提供や活動

・ロボット技術による点検で作成された損傷図をもとに近

を行うことで，利用拡大が推進される。
⑴

接目視点検を行うことにより，重点的に点検する必要が
ある箇所を特定して点検を行うことができた。

鋼橋への適用性

RC 橋や PC 橋での実証試験は多いが，鋼橋での事例は

・かぎられた時間のなかで見落としのない点検を実施する

少ない。各務原大橋で利用したようなロボット技術の性能

ことのリスクとプレッシャーから解放された。

であれば，鋼橋での適用は十分可能と思われる。鋼橋での

・ロボット技術による事前調査を踏まえた近接目視点検で

実証試験などを積極的に推進し，その結果を公表するよう

は，対象橋梁を 2 回診ることができ，近接目視の主目的

な活動が必要である。

である「見落としの排除」につながるため，この点検手

⑵

法に魅力を感じている。

もっとも一般的な橋梁形式は，鋼橋では多主鈑桁橋，

・人間のミスを補うためのロボット技術という本来の姿か

PC 橋では PC - T 桁橋であり，これらの形式への適用拡大

もしれない。

が，ロボット点検の普及のキーポイントである。これらの
橋梁形式では，主桁間の点検への適用性がもっとも重要で

4．橋梁点検支援技術の活用促進に向けて

ある。主桁や横桁のウエブ面や下フランジ上面の点検への
適用性についての情報提供が求められる。

ここでは，橋梁点検におけるロボット技術を一般的な技

⑶

術として，広く普及させるための対応策について述べる。
4.1

多主桁橋の主桁間の点検への適用性

ロボット技術の供給体制の整備

泥などが堆積した支承周りの点検への適用性

端支点の支承周りの橋座面には，伸縮装置の損傷や排水

橋梁点検の実作業を担当する点検実務者がロボット技術

機能の不備などで，泥などが堆積しやすく，点検の障害と

を活用する際に，ロボット技術を円滑に供給する体制の整

なる場合がある。堆積した泥などが存在する場合の適用性

備が必要である。橋梁点検技術者が自ら活用するロボット

についての情報提供が必要である。

カメラ技術などの場合には，販売あるいはレンタルによる
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⑷

ロボット技術の組合せの事例

いてロボット点検技術を活用して支援を行った。この定期
点検では，まずロボット技術を取り入れた事前調査を行い，

現状では，1 種類のロボット技術のみで橋梁点検を支援
した場合，その適用範囲が限定されるため，複数のロボッ

その結果を踏まえて点検技術者による近接目視点検を行っ

ト技術の組合せによって，適用範囲を拡大することが重要

た。点検技術者からは，「かぎられた時間のなかで見落と

である。これらの組合せ事例を整理して公開することで，

しのない点検を実施することのリスクとプレッシャーから

実際の橋梁点検での活用の場が広がると考えられる。

解放された」との感想があった。このロボット点検技術の

⑸

コンクリートの打音点検への対応

活用により，参加したロボット点検技術の完成度が高まる

ドローンなどを利用した打音点検ロボットの開発も精力

とともに，橋梁点検車による橋面片側交通規制期間を大幅

的に進められており，検出機能としては実用レベルに達し

に短縮できることや，ロボット技術により取得した情報が

ていると考えられる。ただし，打音点検の処理速度という

大いに役立つことなど，ロボット点検技術を活用すること

観点では十分とはいえず，打音点検を行う範囲を限定した

のメリットが明らかとなった。
橋梁点検支援技術としてのロボット技術の場合のよう

利用形態が現実的である。今後は，熱画像を活用したり，
ロボット点検による撮影画像から AI 技術などを活用して

に，法令で技術の使用が想定されておらず，技術が使われ

打音点検範囲を限定するような技術開発を行い，打音点検

にくいために技術開発が進まないといった状況において

への活用を推進する必要がある。

は，大学が中心となって，行政関係者，点検技術者，技術

⑹

ロボット技術を活用した橋梁点検の質問回答集

開発者の間で十分な意見交換を行いながら，活用促進に向

（Q & A）の整備

けた各種の取組みを行うことが有効であった。
橋梁点検におけるロボット技術を一般的な技術として，

実際にロボット技術を利用する際には，いろいろな疑問
や問題点を解決する必要があると考えられる。これらの疑

広く普及させるためには，下記の取組みが望まれる。

問や問題点についての質問回答集（Q & A）を整備・蓄積し，

① ロボット技術の供給体制やロボット技術を活用する受
発注体制の整備。

最新の情報を Web サイトで閲覧できるような整備が望ま

② 鋼橋への適用性や多主桁橋の主桁間の点検への適用性

れる。
4.4

定期点検以外での積極的な活用

の明確化。
③ ロボット技術の組合せ事例の公開。

各務原大橋での定期点検（事前調査）でのロボット技術
の活用成果を踏まえると，これらの点検支援技術は，以下

④ 補修設計における変状寸法調査，新設橋梁の初回点検

のような活用にも適用可能であり，今後の積極的な活用が

調査，補修対策の長期モニタリングなどの定期点検以

期待される。

外への積極的な活用。

⑴

補修設計における変状寸法調査
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5．お わ り に

【2019 年 8 月 19 日受付】

2018 年度に，全国の地方自治体のなかで初めて，各務
原市が実施した各務原大橋（長大 PC 橋）の定期点検にお
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稔，沢田和秀，六郷恵哲：岐阜大学インフラミュージア
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