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Ⅰ．次世代社会インフラ用ロボットの開発・導入 

 の推進について 

◆ 現場検証の評価 

◆平成27年度 現場検証について 
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開発・導入の背景 



 人口減少・少子高齢化社会 

 わが国は今後、人口減少と少子高齢化の急速な進展が現実のものとなる。 

   さらに建設業は、５５～６４歳の山が他産業より大きい。 

3 
出典：総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）:出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）、 

    厚生労働省「人口動態統計」  ※１：平成２５年度 総務省「人口推計」（2010年国勢調査においては、人口12,806万人、生産年齢人口割合63.8%、高齢化率23.0%） 

建設業は、55歳
～64歳年齢の割
合が高い。 



 進む社会インフラ施設の高齢化 

高度成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、下水道、港湾等について、 

今後２０年で建設後５０年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなる 

≪建設後５０年以上経過する社会資本の割合≫ 

２０１３年 ２０２３年 ２０３３年 

道路橋 

［約４０万橋（橋長２ｍ以上の橋約７０万のう
ち建設年度が明らかなもの）］ 

約１８％ 約４３％ 約６７％ 

トンネル 
［約１万本］ 

約２０％ 約３４％ 約５０％ 

河川管理施設（水門等） 
［約１万施設］ 

約２５％ 約４３％ 約６４％ 

下水道管きょ 
［総延長：約４５万ｋｍ］ 

約２％ 約９％ 約２４％ 

港湾岸壁 
［約５千施設（水深－４．５ｍ以深）］ 

約８％ 約３２％ 約５８％ 
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 社会インフラ施設の維持管理・更新体制 

高速道路

会社 
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約699,000橋 
（2m以上） 

1.4  

0.6  

20.2  

81.0  

7.9  

33.0  

10.6  

6.8  

23.4  

26.8  

4.9  

91.9  

68.1  

19.7  

3.5  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

村 

町 

その他の市 

都道府県・政令市・中核市等 

21人～ 1～5人 6～10人 11～20人 

効率性・安全性・経済性に優れたロボット技術への期待大 

維持管理・更新業務を担当する職員数（道路） 

○維持管理・更新を行う必要がある施設数の多くを市区町村が管理を行っている。 
○維持管理・更新業務を担当する職員が５人以下である町村が多く、一部では担当
する職員がいない市町村も存在。 
○道路橋やトンネルは、５年に１回の点検が義務付け。 
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人手不足の懸念 



 災害調査・災害復旧におけるニーズ 

○土砂崩落、火山災害、トンネル崩落等の災害現場において、二次災害の危険性
があることから、人命救助に係る災害現場に進入できない等の課題。 

○遠隔操作などにより災害現場に進入出来るロボット技術への期待大 

土砂災害（H26.8広島市） 無人化施工による災害応急復旧状況 

6 
揖斐川町東横山地内地すべり 

(中部地方整備局H18.5) 
（出典：国土地理院） 

素早い調査も必要 
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 開発・導入の促進、 

        現場検証・評価体制 



 次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の促進体制 
 

  民間企業・研究機関等 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 

 インフラ・災害現場 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

機器の開発 現場での実証等 【経産省中心】 【国交省中心】 

ロボットの開発～検証～評価までの一
貫性のある推進体制をつくる 

次世代社会インフラ用ロボットとして、「現場検証・評価」及び「開発支援」を行う５つの重点分野とその対象技術 

① 橋梁  

・近接目視を代替・支援 
・打音検査を代替・支援 
・点検者の移動を支援 

② トンネル  

③ 水中 （ダム、河川）  

・近接目視を代替・支援 
・堆積物の状況を把握 

④ 災害状況調査 （土砂崩落、火山災害、トンネル崩落）  

・現場被害状況を把握 
・土砂等を計測する技術 
・引火性ガス等の情報を取得 
・トンネル崩落状態や規模を把握 

⑤ 災害応急復旧 （土砂崩落、火山災害）  

Ⅰ 維持管理 Ⅱ 災害対応 

・土砂崩落等の応急復旧 
・排水作業の応急対応する技術 
・情報伝達する技術 

・近接目視を代替・支援 
・打音検査を代替・支援 
・点検者の移動を支援 
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http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&biw=1680&bih=899&tbm=isch&tbnid=7elgUs6kZ4clmM:&imgrefurl=http://www.ndsinc.co.jp/bumon/13.html&docid=Xrn9FXLdoflxiM&imgurl=http://www.ndsinc.co.jp/bumon/images/13_01.jpg&w=3000&h=2250&ei=OEmuUondEcWrkgXL7oHQBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:0,i:182&iact=rc&page=2&tbnh=175&tbnw=219&start=27&ndsp=34&tx=119&ty=93
http://www.google.co.jp/imgres?hl=ja&tbm=isch&tbnid=-TEmpc62komCqM:&imgrefurl=http://aotake24.blog.so-net.ne.jp/2013-07-05&docid=LENeZeDaRbLWTM&imgurl=http://aotake24.c.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_912/aotake24/P7040763.JPG?c=a6&w=800&h=600&ei=caSqUp3lAsKVlQWIsoGwCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:57,s:0,i:260&iact=rc&page=2&tbnh=174&tbnw=161&start=28&ndsp=36&tx=73&ty=81


 使えるロボットの開発には、実際の現場での検証・評価が必須。 

 国交省の全国の直轄現場で検証・評価体制を構築。 

 国交省直轄現場におけるフィールド検証・評価体制の構築 

現場・フィールド 

重点分野 

技術開発推進 

現場ニーズ 

技術シーズ 
開発・改良を促進 

H.26 ～ 27 

試行的導入 

 

H.28 ～ 

現場検証 
（現場適用 

性等検証） 

公募 

本格導入 

評価 
評価結果を踏まえて 

４月～ 10月～ 
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５つの重点分野毎に産学官の有識者で構成される部会を設置 
 

 橋梁維持管理部会   部会長：藤野 陽三 横浜国立大学 上席特別教授 

 トンネル維持管理部会 部会長：西村 和夫 首都大学東京 教授 

 水中維持管理部会   部会長：角 哲也   京都大学     教授 

 災害調査部会     部会長：高橋 弘   東北大学     教授 

 応急復旧部会     部会長：建山 和由 立命館大学   教授 
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現場検証の応募・実施状況 



 現場検証・評価数（H26年度実績） 
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現場検証に係る技術の分類について 

要素 検証 技術 実用 検証 技術 

現場検証 

コメント 評価 

導
入
試
行
的 

 

本
格
導
入 

 

    現場検証数   

  実用検証技術数※ 

全体 65技術（91検証項目）・64者 39技術（53検証項目）・38者 

橋梁維持管理 17技術（33検証項目）・17者 12技術（25検証項目）・12者 

トンネル維持管理  8技術（12検証項目）・ 8者  2技術（ 2検証項目）・ 2者 

水中維持管理 14技術（15検証項目）・14者  6技術（ 6検証項目）・ 6者 

災害調査 19技術（22検証項目）・19者 13技術（13検証項目）・13者 

応急復旧  7技術（ 9検証項目）・ 6者 

 

 6技術（ 7検証項目）・ 5者 



次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進 （現場検証の状況：H26年度） 

橋梁維持管理技術 

12 



次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進 （現場検証の状況：H26年度） 

トンネル維持管理技術 
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次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進 （現場検証の状況：H26年度） 

水中維持管理技術 
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次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進 （現場検証の状況：H26年度） 

桜島昭和火口の撮影に 

初めて成功しました 

取得した航空写真から 

オルソ画像を作成 

災害調査技術 
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次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進 （現場検証の状況：H26年度） 

応急復旧技術 
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現 場 検 証 の 評 価 



評価結果（H26年度） 
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 橋梁維持管理ロボット技術 評価概要(H26年度) 
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今回の現場検証では、ロボットによる点検結果は、従来手法に
よる調査精度には至りませんでした。 

現場検接証において、多くの応募があった飛行系については、
橋梁へ近し写真データを取得することが可能なものもありました
が、遠景程度のものもありました。また、風が強い状況では飛行
が不安定となり、安定性についても更なる技術開発が望まれま
す。 

車両系、ポール系、懸架系においても、損傷状況の把握の精度
の向上や操作の安定性に向けての技術開発が望まれます。 

なお、高精細な写真が得られている状況でもそれらを解析する
技術が未熟なため、最終的な成果の精度が低くなっていることも
考えられ、橋梁の損傷に関する知識や写真判読技術の向上も課
題と考えられます。 



 トンネル維持管理ロボット技術 評価概要(H26年度) 
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 今回の現場検証おいては、従来手法の近接目視による調査精
度のレベルには至っておらず、従来手法による点検作業の代替
または全面的な支援となる技術は確認できませんでした。 

一方、現場検証によってロボット技術（実用検証技術）の長所およ
び短所が明確となり、長所としては、現行手法による点検作業で
必要となる車線規制時間が短縮される可能性があること、ならび
に点検作業の省力化の可能性があることを確認しました。 

また、短所としては、取得データから変状を検出する作業におい
て、検出者の熟練度等によって、変状検出精度にばらつきが生じ
る可能性があることを確認しました。 



 水中維持管理用ロボット技術 評価概要(H26年度) 

 今回の現場検証で、ダムのゲート設備やコンクリート構造物等の近
接目視を代替・支援する技術として、光学カメラを用いた技術は、ダム
湖水が比較的低濁度ではあったものの、ほぼ画像を取得することがで
き、一定の評価を行うことができました。また、一部技術においては、
「期待する項目（より深く潜れる・ケレンができる・打音検査が出来る）」
まで満足することが確認されました。 

堆積物の状況の全体像を把握する技術として、音響測深機を用いた
技術は、技術的に確立していることが確認できましたが、その適用条
件には課題が残りました。 

一方で、『概査』（損傷が疑われる箇所を抽出するための、広域を対象
とする１次スクリーニング）および『精査』（１次スクリーニングで抽出さ
れた箇所の詳細調査）といった、段階的な点検計画を考慮した場合に
は、それぞれの段階で水中ロボットに求められる仕様が異なると考え
られます。今後は、このような水中点検を進める上での求められる精
度を明らかにすることで、精度はやや劣るものの、広域かつ機動的な
概査には十分活用し得る技術など、それぞれの段階に応じたニーズと
シーズのマッチングを進めることも必要と考えられます。 
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 災害調査用ロボット技術 評価概要(H26年度) 
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 今回の現場検証において、特に土砂災害・火山災害の分野で多
くの応募があったマルチコプターは、従来の有人による飛行体を用
いた技術では不可能である被災箇所への接近撮影や計測を行うこ
とが可能で、その成果は災害調査に十分に役立つレベルであるこ
とが確認できました。ただし、特に条件の厳しい現場においては、
調査結果としての成果の精度等が、運用技術（飛行計画・撮影計
画の立案、オペレータの技量等）に大きく影響される点に留意が必
要であることが明らかになりました。 

トンネル災害においては、崩落状況及び規模を把握するための画
像と映像を取得することができた一方で、移動機構や付属装置等
の課題が明らかになりました。 



 災害応急復旧技術 評価概要(H26年度) 
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 災害時の現場環境は多様で、かつ変わり易いことを考えると、こ
こで使用されるロボットには、これらの環境にも対応することのでき
るタフさと安定性が要求されますが、今回提案された技術の多く
は、この点の到達度が十分ではなかったと言えます。 

掘削や土砂運搬の応急復旧技術については、いずれの技術も建
設機械を遠隔で操作することは可能でしたが、操作性や安定性の
課題が明らかになりました。 

排水作業の応急対応技術については、技術的に完成していること
が確認され、適用可能な条件下で必要な場合は導入を検討すべき
技術として推薦されました。 

情報伝達技術については、通信標準を用いて汎用重機を遠隔操
作する技術は、技術的に完成していることが確認され、導入を検討
すべき技術として推薦されました。また、高精細な画像を低遅延で
伝送する技術は、所定の性能を確認することができたものの、効果
的な活用場面を明確化すべきことが指摘されました。 
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平成27年度 現場検証について 



次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推進 （現場検証の実施状況） 

• 平成26年度、91検証項目/64者について現場検証・評価を実施  

• 平成27年度公募を実施(H27.5～6)。142検証項目/69者の応募。 

 

※検証項目数・応募者数は重複を含む。 

分野 Ｈ２６検証・評価実績 Ｈ２７応募数 

災害調査 22検証項目/19者 24検証項目/17者 

応急復旧 9検証項目/6者 5検証項目/5者 

橋梁維持管理 33検証項目/17者 83検証項目/24者 

トンネル維持管理 12検証項目/8者 15検証項目/12者 

水中維持管理 15検証項目/14者 15検証項目/11者 

計 91検証項目/64者 142検証項目/69者 
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京都府宇治市 

天ヶ瀬ダム【水中維持管理】 

新潟県長岡市 

-1- 

茨城県那珂市・常陸太田市 

蒲原高架橋（床版橋） 
【橋梁維持管理】 

静岡県静岡市 

広島県大竹市 

模擬トンネル（施工技術総合研究所） 
【トンネル維持管理】 

静岡県富士市 奈良県五條市 

赤谷地区（土砂崩落現
場）【災害調査】※河道閉塞 

鹿児島県鹿児島市 

雲仙普賢岳（火山災害現場） 
【災害応急復旧、災害調査】 

雲仙普賢岳（長崎県雲仙市） 

幸久橋 
（鋼橋 ，コンクリート橋・橋脚 ，支承部） 

【橋梁維持管理部門】 

桜島（火山災害現場） 
【災害調査】 

弥栄ダム 
【水中維持管理】 

信濃川 妙見堰 
【水中維持管理】 

茨城県つくば市 

Ｈ２７年度現場検証 実施箇所 

国土技術政策総合研究所【災害調査】 
  （トンネル崩落現場） 

中止 

神奈川県相模原市 

青山トンネル／韮尾根トンネル 

【トンネル維持管理】 
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施策の意義 



日本企業は、駆動源の油圧から電動への移行に世界に先駆けて
いち早く適応し、世界を席巻。（電動モータに合う減速機、NC装置
の製品化など） 

• 我が国の労働生産性の伸びは、1980年以降急成長したものの、1995年以降停滞。近年、日本の産業用ロ
ボット導入台数は中韓に押され普及面で追いつかれつつある。 

• ロボットの開発は、産業用ロボットにおける技術革新の停滞や生活支援ロボットにおける技術偏重、高価格
といった現場のニーズから乖離した結果、産業面、生活面でもロボットの価値を広く享受できない状態。 

ユーザーの関心領域 

単純・安価だから「使える」 
１０万円程度 

開発者の関心領域 

高性能化・多機能化ロボット 

２０００万円程度 
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6 
日本 米国 英国 ドイツ フランス 
各国の労働生産性伸び率（5年平均値） 

各国のロボット導入シェアと我が国ロボット企業の出荷額 

(%) 

(%) （億円） 

（出典：国際ロボット連盟、日本ロボット工業会） 

（出典：ＯＥＣＤ） 

認識ギャップ 

研究・実証市場：10台程度 

潜在市場：100万台以上 

ロボット導入による 

労働生産性の向上 

 

ユ
ー
ザ
ー
ニ
ー
ズ
の
視
点
に
立
っ
た 

 
 

 
 

 
 

ロ
ボ
ッ
ト
の
活
用
で
停
滞
の
打
破
へ 

ロボット導入シェア低下 

 施策にかかる別の視点での現状認識 

28 
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ニーズ主導 

シーズ主導 

ＡＩ、センシング、駆動制御技術 

ＯＳ、ミドルウェア、バッテリー、画像処理 

高連通信、衛星測位、高速メモリ 

新材料 
etc 

生産性向上 

災害対応、インフラ老朽化対応 

高齢者等介護、コミニュケーション変化 

余暇時間の使い方変化 

ニーズ シーズ 

  

etc 

技術開発のアプローチ 



ニーズ主導による技術開発のポイント 

・ニーズの把握 

（マーケット規模の把握） 

・ターゲット（開発目標）の設定 

・実証試験の実施と評価 

研究開発 

開発、改良 

・製品化 

ユーザーからの情報 

ユーザーの協力 

ユーザーサイドが主体的に「ニーズ主導による技術開発」を促進 
（ユーザー自らのニーズを満たすため） 30 



 次世代社会インフラ用ロボットの開発・導入 施策の意義 

ユーザーニーズ主導により、 

ロボット開発者にターゲット（開発目標）を与え、 

かつマーケットを提示する。 

31 
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 次世代社会インフラ用ロボットの開発・導入 施策の意義 

災害対応迅速化 

生産性向上 

建設業の魅力向上 

研究開発の活性化 

技術水準の維持・向上 
ニーズ 

現 場 

シーズ 

開発者 

 建設現場 

ゼネコン 建機メーカ 

大学 

（機械・電気系） 
測量機器メーカ コンサル 

大学 

  （土木系） 

危険作業緩和 

異分野 

 メーカ 

異分野 

通信サービス等 

市場参入への裾野拡大 

有意義な 

コミュニケーション 

・橋梁  約７０万橋（2m以上・全国） 

 トンネル  約１万本（全国） 
 ダム  約５６０基（治水） 

・災害即応力へのニーズ高まり 

＜マーケット＞ 

ターゲット（開発目標）の提示 

マーケットの提示 

技術開発・改良の推進 

インフラ 

老朽化 

健全な会社経営 

人手不足 

（規模のイメージ） 



 応募者の属性 

18 

9 

3 

17 

28 

7 

18 

21 

19 

4 

建設業（ゼネコン） 

建設業（専門業） 

建設業（マリコン) 

コンサルタント 

測量・調査・専門サービス業 

道路管理・官公庁等 

製造業 

大学（機械・電気系） 

ＩＴ・情報通信・システム開発・ロボット 

研究所 

応募者の属性（H26年度実績） 

33 

異分野：５ 機械・車両：13 

平成26年7月10日時点 



 開発体制 

34 

13 

4 

7 

15 

15 

3 

7 

2 

5 

5 

3 

【共】 建設業 ＋ 大学orロボット・情報通信 

【共】 コンサル ＋ 大学orロボット・情報通信 

【共】 測量・調査・専門 ＋ 大学orロボット・情報通信 

【共】 その他 建設 ＋ 異分野 

【共】 建設 ＋ 建設 

【共】 異分野 ＋ 異分野 

【単】 建設業 

【単】 コンサル 

【単】 測量・調査・専門 

【単】 製造業（機械） 

【単】 ロボット・情報通信 

開発体制（H26年度実績） 

平成26年7月10日時点 
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次世代社会インフラ用ロボットの開発・導入施策の意義 

ターゲットとマーケットの提示による 

ニーズ主導による技術開発の促進 

異分野技術のコーディネートの促進 


