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The introduction of advanced technology such as UAV into bridge inspection is
attracting attention. This study focused on steel bridges. Field tests were conducted
on two selected steel bridges in Gifu prefecture. Field test results showed that some
of advanced technologies have reached almost the same level of human visual
inspection. Based on the field tests results, the advantages/limitations of the
technologies were identified. The requirements for utilizing advanced robotic
technology into steel bridge inspection were suggested in this paper. It was
concluded that formulating standards and guidelines is an effective way to apply
robotic technology into bridge inspection.
Key Words: bridge inspection, robotic technology, cross-ministerial strategic
innovation promotion program, performance requirements
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1. はじめに
平成 25 年の道路法改正により，トンネル，橋その他道
路を構成する施設等に対する道路管理者による点検が法
定化され，平成 26 年からは道路法施行規則に基づく 5 年
に 1 回の定期点検が開始されている．たとえば橋梁の場
合，定期点検が必要な橋梁は全国に約 72 万橋存在し，そ
の約 7 割が市区町村の管理となっているが 1)，人手不足
や点検費用の捻出などが課題となっている．これらの課
題解決，すなわち，点検作業の効率化やコスト低減を目
指し，最近，様々なインフラ構造物への点検ロボット技
術の開発と社会実装が進められてきている．
それらの取り組みの一つである，平成 26 年からスター
トした内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム
（SIP）のインフラ維持管理・更新・マネジメント技術（以
下，SIP インフラ技術）において，岐阜大学では平成 28
年 8 月末より同 31 年 3 月末までの期間，
「使いたくなる
SIP 維持管理技術の ME（メンテナンスエキスパート）ネ
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ットワークによる実装（以下，岐阜大学 SIP）
」という活
2)
動を行った ．この活動において，筆者らは，SIP インフ
ラ技術で開発された新技術の地域実装を推進する一環と
して，橋梁の定期点検の支援を目的としたロボット技術
の導入を目指した．具体的には，新技術の地域実装にお
ける課題を抽出する調査研究 3)，ならびに技術説明会や
フィールド試験を行なった 4～7)．その成果として，地方自
治体が管理するコンクリート橋を対象とした関連する基
準類の整備 8)，要求性能の明確化 9)，技術の評価 8)，技術
の組合せを含めた運用提案を行い，2018 年度の定期点検
において，コンクリート橋に対しロボット技術を使用し
た橋梁点検支援を実現した 7)．この一連の研究において，
ロボット技術を点検技術者による近接目視点検の補助と
して活用することを目指しており，コンクリート橋での
ロボット技術を活用した定期点検 7)ではこの考えに基づ
き，ロボット技術による事前調査と，点検技術者による
近接目視点検の 2 段階の点検手法を提案し，この手法に
基づいて点検を実施した．
一方，日本国内の橋梁について，その橋種の割合はコ
ンクリート橋が最も多く 59%，次いで鋼橋が 38%となっ
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ており 10)，コンクリート橋だけでなく，鋼橋へのロボッ
ト技術の適用も重要な課題のひとつである．近年，鋼橋
の特性を活用した点検ロボットとして，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 11)，鋼鈑桁橋
の下フランジに懸架して移動する点検ロボット 12)，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 13)等が開発されるなど，鋼橋への適用に対する関心
が高まっていることが分かる．しかしながら，橋梁点検
を対象としたロボット技術の実装は，コンクリート橋を
先行して行われており 7)，鋼橋への適用に向けた更なる
研究が望まれる．
そこで本研究では，鋼橋定期点検へロボット技術を活
用することを目的に，筆者らがコンクリート橋を対象に
実施してきたロボット技術の導入に関する取組みを鋼橋
に対して拡張した．具体的には，まず現行の鋼橋の定期
点検へロボット技術を活用する際の課題を整理し，鋼橋
を対象に橋梁点検ロボット技術のフィールド試験を実施
した．その後，得られた結果を踏まえて，これまでに筆
者らが提案してきたコンクリート橋を対象とした要求性
能や関連する基準 8,9)に対し，鋼橋特有の要求性能を加味
して適用拡大するための方向性について検討した．

表－1 各部材の損傷表程度評価項目 15)
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2. 鋼橋の定期点検とロボット技術適用時の課題

おいて示されている，コンクリート部材と鋼部材におけ
るその状態の把握が求められる損傷の種類を示す．本要
領 15)の中で，コンクリート部材の主な損傷のひとつであ
るひび割れに対し，ひび割れ幅，ひび割れ間隔が具体的
な数値によって設定されている．これに対し，鋼部材の
主な損傷であるき裂や腐食に対する評価では，き裂の有
無や塗膜の劣化状況に対する具体的な数値に基づく判断
基準は記されていない．このように，鋼橋へロボット技
術を適用しようとした際には，求められる性能の把握が
コンクリート橋と比べて難しいと言える．

2.1 コンクリート橋と鋼橋におけるロボット技術適用時
の課題の違い
橋梁点検に活用するロボット技術は，コンクリート橋
への適用を優先した開発が進められている 14)．その要因
について，コンクリート橋と鋼橋の違いを以下の 2 点よ
り考察した．
(1) 橋梁の構造形式の違い
コンクリート橋の構造形式の多くが中空床版橋などの
床版橋や，箱桁橋，T 桁橋などの桁橋のいずれかであり，
断面形状も単純であることが多い．このことから，橋梁
点検ロボットが橋梁へ近接することが比較的容易であり，
これらを利用しやすいと考えられる．
一方鋼橋は，比較的単純な鈑桁や箱桁などの桁構造だ
けでなく，トラス橋やアーチ橋をはじめその構造形式は
多岐に渡っている．さらに，鋼板集成構造であるため部
材やその接続部分が多く，横構のような二次部材も多く
含まれていることから，点検が必要な部材の表面積も大
きい．このことから，橋梁への近接が比較的難しいこと
に加え，要求される作業内容も多くなることが予想され，
コンクリート橋と比較して橋梁点検ロボットが利用しに
くい要因の一つと考えられる．
(2) 損傷の評価方法の違い
定期点検では，対象橋梁毎に対策区分の判定や健全性
の診断にあたって必要な情報が得られるよう，部位，部
材に応じて，適切な項目（損傷の種類）に対して状態を
把握する必要がある 15)．表－1 に橋梁定期点検要領 15)に

2.2 橋梁定期点検へのロボット技術適用に向けた基準類
整備の取り組み
ロボット技術の適用に向け，道路橋定期点検要領 16)お
よび橋梁定期点検要領 17)の改訂や，新技術利用のガイド
ライン（案）18)および点検支援技術性能カタログ（案）19)
の公表など，法令のみならず参考資料といった基準類の
整備が国土交通省によって進められている．
橋梁点検にまつわる法令である点検要領 16,17)の改訂に
より，健全性診断の根拠となる道路橋の点検時点の状態
の把握方法について，
「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，近接目視に対する要求が
緩和された．これに伴い，ロボット技術等の点検支援技
術が近接目視の代替もしくは補助として使用される機会
の増加が考えられる．ロボット技術の適用に際し，自ら
の近接目視と同等の判断が可能な技術を判断するための
参考資料として，新技術利用のガイドライン（案）18)およ
び点検支援技術性能カタログ（案）19)が公表された．新技
術利用のガイドライン（案）18)では新技術を適用する際
の手順について，点検支援技術性能カタログ（案）19)では
実際の点検業務で活用可能な技術の具体例を，技術の基
本諸元等と共にカタログ形式で示している．本カタログ
は技術開発の進展に応じ適宜見直すとされているが 19)，
2019 年 2 月時点で記載されている橋梁を対象としている
13 種類の技術では，コンクリート橋のひび割れ，床版ひ
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表－3 フィールド試験実施橋梁

橋 梁 形 式

鋼橋

3径間連続鋼鈑桁橋
錬鉄製単純トラス橋×5連

橋長
(m)

管理者

完成年

215.5
325.1

岐阜市
大垣市

1969年
1886年

フィールド試験参加技術
（丸付き番号は表－2）
①

②

③

〇
－

－
〇

－
〇

(b) 橋面（車道部：箱桁橋，歩道部：鈑桁橋）

(a) 桁下面（左側：箱桁橋，右側：鈑桁橋）

図－1 千鳥橋
び割れおよびうきの計測を対象としている．以上より，
鋼橋で発生する変状に対するロボット技術の性能に関す
る検証が未だ少ないことが課題のひとつと言える．

表－2 フィールド試験対象技術
種
類

技術名称
技術の特徴

ロボットの稼働状況

①回転球殻付き

3. 点検ロボット技術のフィールド試験

ド
ロ
ー
ン
系

現在開発されているロボット技術の鋼橋への適用性を
検討するため，岐阜県内で供用されている 2 種類の鋼橋
を対象に岐阜大学 SIP の活動の一環としてフィールド試
験を実施した．ここではその概要と結果について述べる．

構 造 物 に 接 触 し て も安 定し
た 飛 行 が 可 能 で あ り， 狭隘
な 桁 間 に 進 入 し て の近 接画
像 撮 影 が で き る ． 添架 物の
背面も撮影できる．
②橋梁点検ロボット
カメラ（高所型）

3.1 フィールド試験の概要
本フィールド試験の対象とした点検ロボットを表－2
に示す．フィールド試験の対象とした技術は，SIP インフ
ラ技術で開発中の技術と，それらの技術と同程度の性能
を有すると考えられる技術とした．
表－3 にフィールド試験を実施した橋梁を示す．鋼橋
では，異なる構造形式への適用性を考慮するため，鈑桁
構造，トラス構造の 2 種類の橋梁を対象とした．
3.2 鋼鈑桁橋でのフィールド試験
鋼鈑桁橋として，岐阜県岐阜市が管理する千鳥橋（3 径
間連続鈑桁橋，図－1）を対象にフィールド試験を実施し
た．千鳥橋は，岐阜市内の一級河川長良川に架かる橋梁
で，1969 年（昭和 44 年）に下流側の鈑桁橋が道路橋と
して供用された．その後 1988 年（昭和 63 年）の拡幅改
良により上流側に箱桁橋が架橋され，鈑桁橋は歩道部に
転用されて現在に至っている．
本橋梁では，回転球殻（外径 96cm）を有する近接点検

飛行ロボット

ロ
ボ
ッ
ト
カ
メ
ラ
系

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．
③橋梁点検
カメラシステム
歩 道 を1m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．

用ドローン（図－2）を対象とし，2016 年（平成 28 年）
11 月 5 日に技術説明会（参加者 54 名）を実施して技術
内容を把握し，2016 年（平成 28 年）11 月 29 日にフィー
ルド試験（参加者 41 名）を行った．このフィールド試験
では，図－3 に示すような歩道部と車道部床版の試験範
囲について，二次部材によって床版への近接が難しい狭
隘な桁間での近接撮影が可能であるかどうか，本技術の
適用性確認を目的とした．
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約3m
歩道部

約2m
車道部

試験範囲
上流側

下流側

図－2 狭隘な桁間での近接撮影

図－3 フィールド試験範囲

図－4 添架物等が配置された桁間状況

図－5 ひび割れマッピングしてパノラマ化した桁間

(b) 橋面状況（自転車歩行者道で利用）

(a) 揖斐川橋全景（隣接橋は東海道本線）
図－6 揖斐川橋
この技術は，回転球殻の装着により，横構や添架物等
の部材に接触しても安定した飛行が可能であり，点検対
象に 50cm 程度にまで近接して撮影することができる．
本フィールド試験では，図－4 に示すような添架物等が
存在する場合でも，狭隘部に進入し対象に近接し画像を
撮影することが可能であった．また，近接撮影した画像
から，床版のひび割れ等の変状を検出・マッピングし，
パノラマ化することで，図－5 に示すように下横構，添
架管の影響を受けることなく床板全体の変状の把握が可
能であった．今回の試験では，狭隘な桁間での近接撮影
の可否についての検討を行ったため，ひび割れ幅の検出
等の精度に対する検討は実施していない．なお，はく離・

鉄筋露出等の範囲については5cm 単位での検出が可能で
あった．
以上の結果から，二次部材によって検査員および通常
のドローン技術等では近接が難しい床版等の狭隘部分に
おいても，近接撮影が可能であり，アクセス性に課題の
多い鋼橋に対して本技術の適用性は高いと言える．
3.3 トラス橋でのフィールド試験
トラス橋として，岐阜県大垣市が管理する揖斐川橋（5
径間単純トラス橋，図－6）を対象にフィールド試験を実
施した．揖斐川橋は，1886 年（明治 19 年）に東海道本
線の鉄道橋として建設されたイギリス製の錬鉄トラス橋
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(b) 上横構ガセット部の拡大画像
(a) トラス上面の劣化状況画像
図－7 橋梁点検ロボットカメラによるトラス上面の点検結果

(a) トラス橋の床組の劣化状況画像

(b) 防食機能の劣化および腐食損傷部の拡大画像

図－9 橋梁点検カメラシステムによるトラス橋の床組の点検結果
である．現在は，歩行者・自転車道として供用されてい
る．2008 年には明治期の大規模鉄道橋梁としての価値が
認められ，国の重要文化財に指定されており，道路構造
物としての管理だけでなく，文化財としての管理も求め
られている．すなわち，橋梁点検時における足場の設置
制約や，腐食部材等の補修工事では建設当時の材料・材
質（錬鉄）での補修が基本となるなど，維持管理上の制
約も多い．
本橋梁では，東海道本線に近接した場所という現場状
況を踏まえて，安全を考慮し飛行を要するドローン系の
技術ではなく，橋梁上面に設置して使用するロボットカ
メラ系の 2 技術を対象とした（表－2）
．これらの技術に
ついて，2017 年（平成 29 年）10 月 4 日に技術説明会（参
加者 80 名）を実施して技術内容を把握した後，同日に現
場に移動してフィールド試験を行った．このフィールド
試験では，点検ロボット技術の適用性について，以下の
4 項目の確認を目的とした．
① トラス構造の橋梁への適用
② 腐食，塗装割れの変状検出
③ ボルト，リベット等の脱落の検出
④ 河川内橋梁への適用
対象とした 2 技術について，
『橋梁点検ロボットカメラ
（高所型）
』はトラスの斜材と上弦材を，
『橋梁点検カメ
ラシステム』は下弦材，床組部材，RC 床版の変状検出を
行うものとした．

図－8 トラス格点部の複雑な構造
「①トラス構造の橋梁への適用」について，各技術の
評価を以下に示す．
『橋梁点検ロボットカメラ
（高所型）
』
は橋面に設置し，カメラ部分を上方へ伸ばすことで対象
部材へ近接し画像を取得した．これにより，複雑な構造
をもつトラス構造の隙間にカメラ部分を挿入することが
でき，トラス上面に対しても図－7 に示すような画像の
取得が可能であり，図－7 (b)に示す部分拡大機能を活用
することで，鋼橋の点検時に求められる変状の検出が可
能であると言える．さらに，図－8 に示すような格点部
の複雑な構造に対しても，上記の部分拡大機能により変
状の検出が十分に可能な画像を取得することが出来た．
『橋梁点検カメラシステム』は橋面に設置し，先端にカ
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メラが取り付けられたアームを下ろし，アームおよびカ
メラを斜材の隙間に挿入することで対象部材に近接し画
像を取得した．図－9 に示すような画像の取得が可能で
あり，本技術によって下弦材等の橋梁下面の変状の検出
が可能であると言える．また，このようなアーム型の技
術をトラス橋で活用する場合，斜材の間からアームを挿
入して稼働状態に至る作業を短時間で行うことが点検作
業の効率化につながる．今回のフィールド試験では，橋
面での位置決めから，桁下へのアーム挿入完了までの所
要時間は 5 分程度，またトラスパネル間のアーム移動は
12 分程度であり，作業効率に大きな影響を与えないこと
が判明した．
次に，
「②腐食，塗膜割れの検出」
「③ボルト，リベッ
ト等の脱落の検出」について，各技術の評価を以下に示
す．上記で示したように，
『橋梁点検ロボットカメラ（高
所型）
』によって得られた画像を図－7 に，
『橋梁点検カ
メラシステム』によって得られた画像を図－9 に示す．
双方ともに，図－7 (a)，図－9 (a)のような広い範囲での腐
食，塗装割れといった防食機能の劣化の検出が可能であ
るとともに，部分拡大機能を利用して図－7 (b)，図－9 (b)
のように狭い範囲でのリベットなどの局部的な腐食も精
緻な画像で検出が可能であった．さらに，この部分拡大
機能を用いることで，ボルト，リベット等の脱落の検出
も可能であると言える．
「④河川内橋梁への適用」については，双方共に橋面
に設置して使用する技術であるため，適用は可能であっ
た．なお河川に架かる橋梁では，点検足場が河道阻害と
なり，降雨が少ない渇水期にしか設置できないため，点
検作業時に補助足場等の仮設物を必要としないことを確
認するために本項目について検討した．
以上より，本フィールド試験で対象とした 2 技術につ
いては，前述の 4 項目について，実務への適用レベルに
あると判断した．
また，
『橋梁点検ロボットカメラ（高所型）
』によるフ
ィールド試験では，本ロボット技術によって得られた情
報に基づき，点検対象である上部構造に対し，斜材，垂
直材，上弦材，横構，橋門構，下弦材格点部の 6 種類の
部材の健全度の診断が実施された．この診断の結果，対
象部材の健全度はⅡまたはⅢと診断された．フィールド
試験の約 1 年前に実施された近接目視点検結果に基づく
健全度と，本ロボット技術を用いた点検結果に基づく健
全度の診断結果の例と該当部の代表的な画像を表－4 に
示す．表－4 より，ロボット技術によって近接目視点検
時と同等の画像が得られており，さらにその結果を基に
した健全度の判定区分が一致する結果となっていた．ま
た，検出した損傷の種類についても，たとえば斜材に対
しては「腐食，変形・欠損」といった同様の損傷の種類
が検出されていた．このことから，ロボット技術によっ
て得られた情報によって，近接目視点検に基づく場合と
同等の診断結果を得ることが可能であると言える．

表－4 健全度診断結果の例
点検対象
部材

近接目視点検
結果に基づく
健全度

ロボット技術を
用いた点検結果
に基づく健全度

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

下弦材
格点部

斜材

Ⅲ

垂直材

4. 鋼橋点検でのロボット技術に対する要求性能
4.1 ロボット技術に対する要求性能
3.で示した鋼橋におけるフィールド試験において確認
した鋼橋特有の課題に対する知見を踏まえて，コンクリ
ート橋におけるロボット技術への要求性能 9)を基に，鋼
橋の定期点検にロボット技術を利用する際の要求性能の
明確化を試みた．
要求性能への基本的な考え方は指針
（案）
8)
と同様であり，道路橋定期点検要領 17)において示され
ている健全性区分に対し，各部材の健全性区分がⅡ以上
となりうるか否か，すなわち予防保全以上の措置が必要
か否かを判断可能な情報を取得できることを基準とした．
ロボット技術による情報取得にあたり，橋梁定期点検要
領 15)で挙げられている鋼部材の損傷である，表－1 に示
す 5 項目の損傷に対する情報取得が求められる．ここで
は，3. に示したフィールド試験での経験を基に，鋼橋の
点検において必要とされるロボット技術への要求性能を
以下に示す．
(1) 狭隘部位への近接機能と操作性
鋼橋では，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（床組や上支材等）との交差
部，あるいは主構や主桁とトラス構造の横構や対傾構と
の交差部などの狭隘部位で変状が発生しやすい．そのた
め，点検時にはこのような狭隘部位へ近接する必要があ
る．今回のフィールド試験で対象とした鈑桁橋では 1m
×2m 程度，トラス橋では 3m×5m 程度の空間への進入
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を可能とする近接機能が求められた．これらの橋梁形式
は，一般的な鈑桁構造，トラス構造であると言え，各橋
梁形式に適用する際に求められる近接機能の基準になる
と考えられる．また，アーチ橋に対しては，トラス橋と
同等の近接機能が求められると考えられる．さらに，二
次部材の設置状況から，ロボット技術の進入方向に対し
ても水平方向や鉛直方向など一定方向からしか進入でき
ないといった制約を受ける構造形式が多いため，狭隘な
空間での的確な操作性が求められる．
(2) 鋼材腐食の検出精度
腐食発生の原因となる防食機能の劣化診断には，図－
7 (a)，図－9 (a)に示すような比較的広い視野での情報取
得に加え，健全性評価に大きく影響する局部腐食は，図
－7 (b)，図－9 (b)に示すような比較的狭い視野での情報
取得が必要となる．たとえば塗装鋼材において，その防
食機能の劣化を評価する際には「最外層の防食塗膜に変
色が生じたり，局所的なうきが生じている」ことや「防
食塗膜の劣化範囲が広く，点錆が発生している」ことが
評価区分として挙げられている 15)．さらに局部腐食部
位については，板厚減少量の測定の実施要否について判
断が可能なレベルでの情報取得が求められる．これらを
把握するためには，周囲と比較した防食塗膜の状況を把
握するための広い視野での情報と，局所的な劣化や点錆
を把握するための狭い視野での情報の双方が必要となる
と言える．
(3) 鋼材き裂検出に向けた塗膜割れの検出精度
主に疲労に起因する鋼材のき裂は，溶接部あるいは応
力集中部を起点として発生し，初期段階では塗膜割れを
伴うき裂として，時にはさび汁も伴う変状として検出さ
れる．そのため，鋼材のき裂を検出するための最初のス
テップとして，溶接部などにおける塗膜割れや，塗膜上
のさび汁発生の検出が求められ，比較的狭い視野での情
報取得が必要不可欠である．さらにこれらの検出には，
対象部材における位置関係の把握も重要であることから，
部材全体を把握できる比較的広い視野による情報取得も
必要である．なお，塗装面のき裂は塗膜の劣化による可
能性もあり，塗膜面にき裂が検出されても鋼材にはき裂
が発生していない場合もある．最終的なき裂の有無の確
認のためには，塗装を除去しての磁粉探傷試験等が必要
となる．現在開発が進められているロボット技術は，画
像の取得が主な機能であることから，ロボット技術によ
って得られた情報を基に，このような試験を実施するか
否かを選定するといった活用が考えられる．
塗膜割れの検出に対する要求精度について，今後十分
な議論が必要と考えられるが，定期点検における近接目
視によるひび割れに対する一般的な点検精度である 0.1
～0.2mm 程度を基本とする 15)ことも考えられる．なお，
き裂が進展した破断については，き裂と比べて大きな変
状となるため，前述したような塗膜割れを検出できる機
能が確保されていればその検出には対応可能である．

(4) ボルトの脱落の検出
鋼橋では主構造の連結に高力ボルト，附属物の連結に
は普通ボルトが採用されている場合が多く，第三者被害
防止の観点から，ボルトの脱落の検出が求められる．こ
の検出のため，ボルト 1 本 1 本を区別可能となる精度で
映像の取得が要求される．
なお，定期点検においては，ボルトの脱落に繋がるボ
ルトのゆるみの検出も重要である．4.1 (3)でも述べたが，
現在開発されているロボット技術は画像の取得が主な機
能であり，画像からボルトのゆるみを検出することは難
しいと考えられる．また，打音機能を有したロボット技
術の開発も進められているが 20)，コンクリート部材の浮
きやはく離を対象としたものであり，コンクリート橋に
おける性能確認のためのフィールド試験 6)での状況から，
現時点ではボルトのような小さな部材に対し的確に打音
機構を当てることは難しいと考えられた．以上より，ボ
ルトのゆるみの検出については，打音機能を有するロボ
ット技術の更なる開発が望まれる．
(5) 鋼橋 RC 床版のひび割れ検出精度
鋼桁で支持された RC 床版のひび割れの検出精度につ
いては，コンクリート部材であることから，コンクリー
ト橋におけるロボット技術への要求性能 9)で示した精度
と同様に，
「遊離石灰を伴わない広い範囲の一方向あるい
は二方向ひび割れ（最大ひび割れ幅 0.2mm 程度）
」が検
出できる精度が要求される．鋼橋 RC 床版の特徴として，
横構などの二次部材によって下面からの視界やアクセス
が遮られている場合が多い．ひび割れを検出するために
は，3.2 で述べた技術のように横構の中へロボット技術
が進入することで床版へ近接し撮影する，もしくは 3.3
で述べた技術のように，遠望から二次部材を避けて撮影
をすることが考えられる．どちらの手法であっても，上
記の精度が確保できれば，床版のひび割れ検出へ適用は
可能であると判断できる．
(6) 明るさが不足する部位での点検対応機能
鋼橋の塗装には様々な色彩が使用されており，暗色系
塗装の鋼橋では，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の点検作業が多くなる．そのため，
明るさが不足する部位でも的確な変状把握ができるよう，
照明などで明るさを補うことができる機能が求められる．
4.2 鋼橋点検への要求性能の提案
表－5 にコンクリート橋を対象に提案した要求性能 9)
と，鋼橋を対象とした要求性能である 4.1 の各項目を踏
まえて整理した，鋼橋点検へロボット技術を適用する際
の要求性能の試案を示す．本研究では，これまでの著者
らによる研究 3-7)と同様に，ロボット技術を点検技術者に
よる近接目視点検の補助として活用することを目指して
いる．そのため，本要求性能の試案はロボット技術を近
接目視点検の補助として事前調査 6)等に活用する場合の，
技術の選択基準の参考として使用されることを想定して
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表－5 ロボット技術による取得情報への要求性能の例（鋼橋）
要
対
象
構
造
形
式

鈑桁・箱桁橋
（上路式）
トラス・
アーチ橋等
（上路式）
トラス・
アーチ橋等
（下路式）
有無と種類

変
状
検
出

内

容

検証方法

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．
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．
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，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，ボルトの脱落，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．

位 置

変状箇所と他の部材との位置関係を検出できる．

範 囲

「局部的」か「広範囲」かを判断できる．

方向等

亀裂，破断，変形等の方向性が検出できる．

水の
侵入経路
変
状
計
測

求

学識経験者を含めた委員会
等が主催する実橋梁あるい
はモデル橋梁施設でのフィ
ールド試験にて検証．

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．

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．

寸 法
変状の寸法を 5cm 以内の誤差で計測できる．
変 位

変状や精度検証指標の計測
結果が，概ね左記に示す許
容誤差の範囲内である．

桁遊間や支承の変位を 1cm 以内の誤差で計測できる．

いる．よって，本要求性能の試案では現時点でのロボッ
ト技術の性能を基準としており，今後，鋼橋に対するロ
ボット技術の活用に向けた基準類を検討する際の初期値
として提示している．
これまで述べたように，鋼橋の点検にロボット技術を
導入する際のコンクリート橋との最も大きな相違点は，
橋梁の構造の種類によって狭隘部位へ近接するための要
求性能が大きく異なることである．そのため，表－5 で
はロボット技術の操作性について，4.1 (1)に示したよう
に対象とする構造形式による区分を設けた．変状検出の
各項目では，変状の有無や位置，範囲等の検出に対し，
5 項目の検出が可能であることを要求性能として提案し
ている．この 5 項目は，4.1 (2)～4.1 (4)で述べた変状
を対象としている．これらの変状を計測する機能として，
変状計測の項目では，計測に求められる精度について提
案している．ここでは，4.1 (3)で述べた理由から疲労き
裂等のき裂幅やき裂長さに対する提案は行っていない．
また，適用を考えるロボット技術がこれらの要求性能を
満たしているかどうかの検証には，検証方法の列に示す
手法を提案している．

整備方法の提案と，点検効率化に向けたロボット技術の
活用方法についての考え方を示す．

5.1 ロボット技術の活用方法と評価手法に関する基準の
整備
コンクリート橋を対象とした筆者らの既往研究 4-7)に
おいて，点検時に取得が要求される情報が道路管理者に
よって異なっていることに加え，ロボット技術に求めら
れる要求性能が点検対象となる橋梁の構造形式に依存す
る場合があることが明らかとなった．これに対し，以下
の 2 種類の基準を整備し，これらをロボット技術を取り
入れて橋梁定期点検を実施する場合の参考資料として活
用することを提案し，対応してきた．
(1)ロボット技術を取り入れた橋梁点検指針（案）
ロボット技術に対する基本的な考え方や，事前調査と
近接目視点検の 2 段階の点検手順 7)といった，ロボット
技術の橋梁点検への活用方法を示した橋梁点検指針（案）
8)
を整備した．本指針では橋梁の定期点検へどのように技
術を活用するかを示していることから，コンクリート橋，
鋼橋等の橋種による大きな違いは生じない．
(2)対象橋梁におけるロボット技術への要求性能を示し
5. 鋼橋への適用を加えたロボット技術を取り入れた橋
たガイドライン
梁点検指針（案）の作成に向けて
適用するロボット技術の要求性能を点検の対象とした
橋梁毎に明確化したガイドライン 9)を整備した．本ガイ
ロボット技術を活用した橋梁定期点検を実施する場合， ドラインについては，4. に示したように対象橋梁の構造
その活用方法や技術の評価手法などを示した基準類の整
形式によって要求性能は異なると考えられる．そのため，
備が望まれている 3)．ここでは，4.で提案した鋼橋を対
実際に点検ロボット技術を活用する地方自治体が，文献
9)
象としたロボット技術に対する要求性能と，コンクリー
に示すような要求性能をベースとして，個別のガイドラ
4-7)
ト橋を対象とした著者らの既往研究 を踏まえて，その
インを整備していくことが望ましい．なお，このガイド
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ラインの整備にあたっては，大学教育などの有識者を含
めた委員会を設置し，フィールド試験等を実施して技術
評価を行い得られた基礎的な資料を公開・提供すること
で，その整備を進めるのが良いと考える．
鋼橋においても，3. で述べたフィールド試験の結果か
ら，ロボット技術に求められる要求性能は点検の対象と
なる橋梁構造に依存する場合があることは明らかである．
このことからコンクリート橋と同様に，上記(1) に示す
基本方針を示す指針，(2) に示す点検対象となる橋梁に
対する具体的な要求性能を示すガイドラインの 2 種類の
整備が適切であるといえる．鋼橋に対する指針について，
岐阜大学 SIP が示したコンクリート橋を対象とした指針
（案）8)の条文において，コンクリート橋に限定した記載
は少ないことから，大幅な変更を行わず活用が可能であ
ると考える．また，2019 年（平成 31 年）2 月に改定され
た道路橋定期点検要領 17)を踏まえ，この指針（案）8)を改
良した鳥取大学の指針 21)での対応も可能であると考える．
5.2 点検効率化に向けたロボット技術の活用方法
(1) 点検支援の基本的な考え方の見直し
ロボット技術による橋梁点検支援には，以下のような
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）8），本研究での考え方）
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と判定された
橋梁に対する近接目視点検の代替
改定された道路橋定期点検要領 17)では，受・発注者の
「協議」により点検ロボット等の新技術の活用が可能と
なった．橋梁点検作業の効率化，コスト縮減の観点から
は，2) および 3) のような，ロボット技術によって点検
員の作業量や危険性を減らすことが可能な対応が望まし
いと考えられる．
(2) ロボット技術の組合せ
長大コンクリート橋である各務原大橋でのフィールド
試験や，本研究で実施した鋼橋へのフィールド試験結果
を踏まえると，現時点では単独のロボット技術では現行
の点検要領 17)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．これまでに日本全国で実施されたフ
ィールド試験結果などを整理して，点検部位と対応可能
ロボット技術の対応表等を作成して公表することで，的
確な点検ロボット技術の活用を推進できると考える．
また，下路橋における一般的な高所作業車や橋梁点検
車による点検では，1～1.5 車線の通行規制が発生する．
このような点検作業に伴う通行規制による社会的損害は
大きく，最小限に留めることが望ましい．これに対しロ
ボット技術を活用することで，通行規制範囲を部分規制
のみとすること，もしくは全面規制/部分規制問わず通行

規制の時間を短縮することが可能であると考える．規制
時間の短縮について，たとえばドローン系のロボット技
術をトラス構造を持った下路橋へ活用する場合，桁下の
点検時には通行規制は発生しないが，路面から上側の点
検時には全面的な通行規制が必要となる．その際には，
長時間にわたる全面的な通行規制を避けるため，複数の
同種のロボット技術を同時に稼働することで，通行規制
時間の短縮が可能になると考える．
(3) ロボット技術の操作性の向上
ロボット技術を活用するためには，点検箇所や状況を
適切に判断可能な橋梁点検に対する知識を持っているこ
とに加え，ロボット技術を操作することが可能な技術者
の存在が望ましいものの，その育成は難しいことが予想
される．これに対し，ロボット技術の操作性を上げるこ
とで操作可能な技術者を増やすことや，遠隔地の橋梁点
検に対する有識者にリアルタイムで情報を送信し判断を
仰ぐことによって，この課題を解決できる可能性がある
と考える．
本研究で実施したフィールド試験では，
『橋梁点検ロボ
ットカメラ（高所型）
』について，ロボット技術習得の難
易度を把握することを目的とし，体験利用の時間を設け，
20 名の技術者が操作体験を行った．参加者の評判は良好
で，本ロボットの操作における専門の技術者でなくても
十分に活用できると考えられた．また，
『橋梁点検カメラ
システム』では，点検中にカメラより得られる生映像を
遠隔地にいる専門の研究者に送り，その研究者からの指
示でリアルタイムにカメラ操作を行うことで専門の研究
者による変状診断を行う「リアルタイム遠隔地診断」の
適用性について検討を行った．対応した研究者からは，
実用レベルとの評価もあり，実務で十分に適用できると
考えられた．
6. おわりに
本論文では，鋼橋点検における課題，ロボット技術を
活用した鋼橋点検のフィールド試験の結果を述べ，その
結果を踏まえて点検ロボット技術を鋼橋に適用するため
の要求性能等の明確化および基準類の整備について考察
し，基本的な考え方を示した．以下に結論を示す．
(1) 鋼橋を対象としたフィールド試験の結果から，現在
開発されているロボット技術によって，桁橋と比べ
て部材数が多く近接が難しいトラス橋に対しても
健全性判断に使用するデータを得ることが可能で
あることが分かった．このことから，鋼橋の定期点
検に対しても，ロボット技術の適用が可能であると
考えられる．
(2) その上で，ロボット技術を鋼橋の定期点検へ適用す
る際の要求性能について，腐食発生の要因等を検出
するための広域での撮影機能，塗膜割れやボルトの
脱落を検出するための狭域での撮影機能といった
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広域，狭域双方での撮影機能や，塗装の色に起因し
た明るさが不足する環境での撮影機能等，鋼橋特有
の要求性能を明確とした．また，対象へ近接するた
めの要求性能は，対象橋梁の形状に依存することを
明らかとし，代表的な構造に対する具体的な要求性
能を提案した．
以上の本研究で得られた結論に加えて，本研究では，
筆者らの一連の活動を基にロボット技術を活用した橋梁
点検指針（案）を含む基準類の整備について考察した結
果，コンクリート橋，鋼橋共に通ずる基本方針を示す指
針と，橋梁毎に具体的な要求性能を示すガイドラインの
整備が望まれることについても述べた．本報告が，ロボ
ット技術を橋梁点検に活用する際の参考になれば幸いで
ある．
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