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1.

はじめに

1.1 研究背景
我が国では高度経済成長期に集中的に整備された社会インフラの老朽化が進み、厳しい財政状
況にあって維持管理に要する財源、人材等の確保が困難となる中、社会インフラの効率的・効果
的な維持管理が喫緊の課題となっている。これらの課題の解決の方向性として、
「日本再興戦略
（平成 25 年 6 月 14 日 閣議決定）」では、
「センサーやロボット、非破壊検査技術等による点検・
補修の信頼性・経済性が実証できたところから、順次、これらの新技術を導入する」としており、
ICT（Information and Communication Technology）を活用した社会インフラの効率的な維持
管理の実現が期待されているところである。
一方、地方公共団体における維持管理・更新の実施状況は、技術力、マネジメント力、人材力
が不足しており、国からの支援を期待する事項として、財政支援、効率的な維持管理・更新のた
めの基準・マニュアル等の策定、職員の技術力向上に向けた研修等の実施、予防保全的管理の導
入のための支援を期待する状況にある。
新興国である東南アジア諸国においても同様な課題に直面しており、我が国の維持管理技術や
ノウハウを海外展開することで魅力ある継続的な維持管理市場を創造することが可能である。

1.2 研究目的
近年、我が国でも構造物の劣化に伴う維持管理の重要性が喫緊の課題となっているが、新興国
でも同様の事態が発生している。我が国では優れた維持管理手法が開発され、それが実用化され
ているが、新興国の技術力、施設・設備、電力供給、自然条件などにおいて、我が国と大きな差
異があるために新興国でそのまま、適用することは出来ない。本研究は、新興国特有または独自
の課題を考慮している点に新規性がある。また、本研究成果は、新興国でのパッケージ化に向け
た基盤整備やインフラ維持管理に関わる新規ビジネス市場の創出を促すことが期待され、今後の
大きなビジネスチャンスとしての発展性も有している。
本研究は、その実現のため、新興国の実情に即した維持管理のニーズを把握し、ICT を活用し
た道路橋の維持管理手法を現場で継続的に使える形で展開することを目指す。

1.3 研究内容
1.3.1

国内外の ICT 技術を活用した道路橋の維持管理手法に関する事例収集

国内外における ICT 技術を活用した道路橋の維持管理手法に関する事例収集を行い、個々の
技術について、その特徴や優位性の整理・評価を行い、新興国が必要とする有用な技術を抽出す
る。

1.3.2

新興国における道路橋の維持管理に関する課題とニーズの抽出

東南アジア諸国を代表とする新興国に対して、各国が管理する道路橋の維持管理状況、人員体
制、評価基準などに関するヒアリングを行い、抱えている懸案事項や課題の整理、そして要求さ
れるニーズの抽出を行う。
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1.3.3

実橋でのモニタリング技術の実用性検証

事例としてカンボジア王国公共事業運輸省が管理する道路橋の中からモデル橋を選定し、実橋
ベースで国内外のＩＣＴ技術を活用した各種モニタリング技術を適用することで実用性の程度
について検証および評価を行う。実用性の検証にあたっては、現地にて管理担当者へのモニタリ
ング技術を指導し、実効性、継続性、普及性等に関するヒアリングを実施する。

1.3.4

我が国の維持管理手法を新興国に普及するための課題整理

上記を踏まえ、我が国の維持管理手法を新興国へ普及していく上での課題点を洗い出し、今後、
我が国の維持管理手法のパッケージ化に向けた基盤整備やインフラ維持管理に関わる新規ビジ
ネス市場の創出を促す。

1.3.5

国内の小規模自治体への展開

新興国が管理する道路橋の維持管理手法に関する研究成果を国内の小規模自治体へ適用する
方法について検討する。ICT を活用した道路橋の維持管理手法は、新興国と同様に予算不足、人
不足、技術力不足の課題を有する国内の小規模自治体においても需要が見込まれることから、本
研究において構築するモデルの適用性・発展性は高い。

図 1.1 研究フロー
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1.4 実施体制
本研究は以下の体制で実施した。
表 1.1 実施体制
職務

氏名

主任研究者

中村 一平

共同研究者

所属

なかむら

いっぺい

まつおか

としかず

広島工業大学

松岡 利一

（株）建設技術研究所

みつかわ

（株）建設技術研究所

光川
つ か だ

塚田

のぶ ひろ

直宏
よし ひさ

祥久
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（株）建設技術研究所

2.

国内外の ICT 技術を活用した道路橋の維持管理手法に関する事例収
集

2.1 ICT の定義
ICT（Information and Communication Technology）とは、情報処理および情報通信、つま
りコンピューターやネットワークに関連する諸分野における技術・産業・設備・サービスの総称
である。日本語では一般に「情報通信技術」と訳され、IT（情報技術）のほぼ同義語である。ICT
と IT との違いは表記の「C」の有無であるが、この「C」はコミュニケーション（Communication）
を意味することから、ICT は通信・伝達・交流といった要素を明示したものであると言える。
以上より、本研究における「ICT 技術を活用した道路橋の維持管理手法」というものは、コン
ピューター技術を活用した記録、計測、モニタリング等のデータを以降の維持管理作業に引き継
ぐものを対象とする。

2.2 国内外の詳細調査手法の整理
詳細調査の分類として、調査方法、調査目的、調査対象といった項目で整理するが、本研究に
おいては、ニーズ調査の結果より、
「何に対して、何を把握したいか」といったニーズを整理し、
適用可能な詳細調査を提案したいことから「調査対象」と「調査目的」を基準に「点検」、
「詳細
調査」、「モニタリング」に分類を行うこととする。

図 2.1 詳細調査の分類
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2.3 事例収集結果
国内外の詳細調査手法に関する事例収集結果を表 2.1～表 2.3 に示す。
点検分野に関しては、橋全体を対象とした調査手法が挙げられ、ICT を活用したものとして点
検ロボット（UAV や画像処理）が新たに開発されている。
詳細調査分野に関しては、何かの損傷や変状をターゲットとして行われるものが主流であり、
不可視の電磁波や超音波を活用したものが多い。
モニタリング分野に関しては、橋全体系での変状を感知するものが多く、変位をセンサーで定
量的に記録するシステム全般をパッケージ化したものとなっている。
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分類

点検

点検

点検

点検

点検

点検

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物
コンクリート構造物
鋼構造物

構造物全体

構造物全体

構造物全体

構造物全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

調査対象

鉄筋の腐食環境

鉄筋の腐食速度

鉄筋の腐食の可能性

鉄筋の位置・深さ

電気抵抗（ER）法

定電流パルス測定（GPM）

半電池電位差（HCP）

鉄筋探査器（RCレーダ等）

シュミットハンマー
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○

○

○

鉄筋と鉄筋コンクリートの表面に置かれたポータブルな基準半電池（典型的な基準参照
電極は飽和硫酸銅電極である）の電位差により鉄筋腐食の可能性を測定する。
迅速に鉄筋の腐食を評価するための電気化学的試験法であり、微小電流のパルスを
使った鉄筋の分極減少を基礎として腐食速度を検出する。
主にコンクリートの腐食環境を特徴化することによってその腐食の受けやすさを表現する
ために使われる。

○

鉄筋のかぶり厚、配筋を非破壊で探査する。

コンクリートに打撃を与え、返ってきた衝撃により強度を推定する。

○

構造物を挟み込むようにセンサを配置して，多数かつ多方向の走査線間で透過弾性波
の特性値（伝播速度や減衰比など）を測定しそれらの情報を基にコンクリート内部の状況
を把握する。

コンクリート構造物内部のひび割
弾性波トモグラフィ
れや空隙などの位置や程度

圧縮強度

○

異常部の表面温度の違いにより欠陥位置を推定する。

漏水・遊離石灰、コンクリート補強
赤外線法（赤外線サーモグラフィカメラ）
材の損傷、うき

○

弾性波法に分類されるものであり、入力した弾性波をコニカル型広帯域変位振動子によ
り受信し、受信波の周波数解析結果からコンクリート内部の欠陥評価等を行う非破壊に
よる検査技術である。

○

○

○

○

○

コンクリート等のクラック幅を測定する。

超音波により共振を起こして膜厚を測定する。

入射された超音波が欠陥部から反射され検出（内部欠陥検出）する。

入射された超音波が欠陥部から反射され検出（内部欠陥検出）する。

磁化した材料に磁粉又は検査液をかけ部材表面又は表面付近の亀裂を検出（表面欠陥
検出）する。
表面の欠陥を、毛管現象及び知覚現象により拡大し検出（表面欠陥検出）する。

測定物に電流を与え表面及び表層部の欠陥を判別（表面欠陥検出）する。

超音波により部材の厚さを測定（内部欠陥検出）する。

橋梁部材に設置してひずみを計測（局所型センサ）する。

○

○

橋梁の傾斜を測定する。

○

橋梁の変位を測定する。

○

○

○

○

○

○

ICT技術

DDターゲットの活用により、水平方向のレーザ照射（毎秒最大500回の高速測定）で鉛直
方向のたわみを測定する。DDセンサの活用により、遠隔かつ非接触の測定が可能であ
る。

橋脚等に設置し振動を測定する。

高所や橋梁桁下など今まで目視では見えづらかった箇所の状況を確認することができ
る。
構造物を三次元計測し、そこにある損傷も含めて再現する。

点検結果を現場でタブレットPC等の端末を用いて入力し、記録内容のデジタル化および
作業の効率化を図る。
小型無人ヘリにより構造物を遠隔から点検する。

橋梁点検車、高所作業車、リフト車を用いることで、足場（仮設）を組めない場所（河川
上、海上）や立ち入りが困難な場所での橋梁へのアクセスし、近接目視を行う。
橋面上からカメラを遠隔操作による近接目視にて、損傷状況を把握する。

調査概要

コンクリートを打撃し弾性波をセンサ観測しコンクリート表面、内部の状況を把握する。

インパクトエコー法

ひびわれ幅測定器

膜厚測定

超音波探傷試験（UT)

超音波探傷試験（UT)

浸透探傷試験（PT）

磁粉探傷試験（MT）

過流探傷試験（ET）

超音波板厚計による板厚計測

ひずみゲージ

傾斜計

DDシステム

変位計

加速度センサ

長距離型3Dレーザを用いた計測

ポール型点検ロボット(giraffe)を用いた橋梁点検

携帯情報端末システム（タブレットPC等）を用いた橋
梁点検
小型無人ヘリ（SPIDER）を用いた橋梁点検

簡易橋梁点検機（カメラ）を用いた橋梁点検

橋梁点検車・高所作業車・リフト車を用いた橋梁点検

調査名称

コンクリート厚さ、圧縮強度の測定
及び内部欠陥の有無、ひびわれ 衝撃弾性波試験
深さ・剥離

内部欠陥

ひびわれ

防食機能の劣化

ゆるみ・脱落

亀裂

亀裂

亀裂

亀裂

腐食

ひずみ

傾斜

変位

変位

振動

全般

全般

全般

全般

全般

全般

調査目的

表 2.1 国内外の詳細調査手法の整理（その１）

隣接した埋設物の判断が困難
な場合あり

比較的やや低い

温度計測の時間帯の設定に注
意が必要

使用実績が豊富
測定が容易
人的誤差を解消

測定に熟練を要する
塗膜が厚いと精度が悪い

欠陥以外の材料的因子の影響
を受ける、測定に熟練を要する
測定方法が容易
亀裂深さ検出は不可能
表面の亀裂のみ検出

塗膜が厚いと精度が悪い

高精度、安価

機器そのものは安価（モニタリ
ングシステムに依存）

機器そのものは安価（モニタリ
ングシステムに依存）

システム開発費やライセンス費
が必要

カメラの精度に依存

高価・大掛かり

優位点・課題点

分類

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

番号

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

舗装

舗装

舗装

舗装

舗装

舗装

舗装

コンクリート構造物

調査対象

スケルカ

車両牽引型橋梁床版スキャナー（Bridge Deck
Scanner）

MEMS（微小電気機械システム）センサー

光ファイバーセンサー（SOFO）

加速度センサ

加速度センサ

自立型無線センサーノード

自立電源のワイヤレス橋梁モニタリングシステム

変位

変位

変位

振動、加速度等

車両位置、通過把握、重量等

○

表面付近の材料特性（弾性係数）の評価に使われるスペクトル波（SASW）法からの派生
技術である。スペクトル表面波（SASW）は、表面波の分散特性を利用する。

橋梁モニタリングシステムの適用性検討
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○

○

差動トランス型変位系（6箇所）、ロードセル（10箇所）、取付け型ひずみ計（11箇所）を設
置し、それぞれ主桁スパン中央のたわみ、外ケーブルの軸力、昼間支柱の支承の反力を
計測した。計測値が所定の監視基準を超えた際には、通行止め・調査等の対応を講じる
こととした。

各橋梁に歪みゲージ、変位計、光系センサ、温度計を設置。これらの計測装置を光ファイ
バー通信網に接続し、計測値を管理センターに送信する。地震時には被害状況の即時把
握（通行可否判断）を行い、通常時には車両重量計測（Weight-In-Motion）により橋梁に
作用する自動車荷重や部材の応答等、疲労損傷に関するデータを取得する。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Jindo橋のワイヤレススマートセンサーネットワークによるモニタリングである。

インフラ劣化防止のためのコンピューターネットワークによる無線監視システムである。

ビンセント・トーマス橋の加速度計による振動特性を把握する。

新 I-35W橋（St Anthony Falls Bridge）のヘルスモニタリングシステムである。

アラスカ・アンカレッジ港アクセス道路における加速度センサーを使った地震応答による健
全度を評価する。
加速度計による世界最大の幅員（10レーン）を有するニューポートマン橋の耐震健全度評
価のためのモニタリングである。
光ファイバーセンサー（SOFO）を利用したヴェニス港の斜張橋ひずみと変位のモニタリン
グである。
MEMS（微小電気機械システム）センサーによる、高速道路構造物のモニタリングシステ
ムである。

自立型無線センサーノードを用いた橋梁モニタリングである。

自立電源のワイヤレス橋梁モニタリングシステムである。

○

○

○

○

○

○

迅速な非破壊検査法で、電磁波を使って構造内部の物体の場所を特定し、内部特性の
コンター図（鉄筋、ワイヤメッシュ、構造物の不連続面）を描くことができる。

車両牽引型橋梁床版スキャナー（Bridge Deck Scanner）を用いた床版の健全度を評価
する。
道路等の表面下の空洞を高解像度地中レーダを搭載した探査車(SKELE-CAR)で調査す
る。
車両に搭載した赤外線カメラの走行映像とGPSを利用して舗装の亀裂や内部の損傷、舗
装下の漏水箇所を一覧できる「損傷マップ」を作成する。
地盤面に設置した載荷板に重錘を落下させ、重錘により励起される変形を計測すること
で、現道を開削することなく舗装や目地部の健全度を評価する。
センサーネットワークを利用した橋梁健全度モニタリングである。

○

○

ICT技術

地震波あるいは応力波をもとにした方法で、コンクリート中の欠陥、主に剥離を検出する。

画像処理によりひび割れを自動検出する。

調査概要

平成19年から10年間モニタリングを行う。上部工に設置した計測機器により連続計測を
補修・補強を行ったコンクリート橋の長期モニタリング 行い、事前に設定した閾値を超過した場合は、自動警報システムにより道路管理者およ
び関係者に連絡を行う。

塩害コンクリート橋の架け替えまでの変位監視

スマートセンサー

コンピューターネットワークによる無線監視システム

動態把握（加速度、ひずみ、腐食、
ヘルスモニタリングシステム
湿度、温度等）
動態把握（振動等）
加速度センサ

振動（固有振動数）

動態把握（振動等）

振動

凍結時の固有振動数

（動態把握）

ひずみ、加速度

舗装の亀裂や内部の損傷、舗装
赤外線計測専用車両による舗装の点検システム
下の漏水箇所
舗装のたわみ量、路床のＣＢＲ、
FWD(Falling Weight Deflect meter)システム
舗装の健全度を示す弾性係数
ひずみ、温度差
センサーネットワーク

コンクリートのクラック、剥離

はく離、内部クラック、床版厚さ

調査名称
カメラ/画像処理システム

コンクリートの剥離、鉛直クラック、
インパクトエコー（IE）
ダクト・空隙の検出
床版厚さの評価、被り厚さや鉄筋
配置の測定、剥離の可能性に関
する特性、コンクリートの劣化に関
地中レーダー（GPR）
する特性、コンクリートの腐食環境
の状態、コンクリート特性値の推
定
橋梁床版やほかの部材の表面に
発生した垂直クラックの深さ、橋梁 超音波表面波（USW）
床版の剥離

ひびわれ

調査目的

表 2.2 国内外の詳細調査手法の整理（その２）
評価にばらつきが生じる場合あ
り

優位点・課題点

分類

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

番号

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

舗装

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物

構造物全体

構造物全体

橋全体

橋全体

橋全体

調査対象

Bridge Scour Monitoring

本四連絡橋の動態把握システム

形状

変位

変位

変形、微小クラック

ひびわれ

ひびわれ

ひびわれ

その他（熱・光等）

電気

変位

変位

亀裂

○

○
○

疲労亀裂が想定される箇所や目視点検で発生した疲労亀裂箇所について、破断検知線
と無線ICタグを設置し、遠隔監視を行う技術である。監視結果はPDA等でデータを受信
し、疲労亀裂の進展を監視する。また、点検記録・履歴データをパソコンで閲覧・管理す
る。
鋼管杭の表面にセンサ（面積既知の鋼材試験片、照合電極等）を設置し、海底土中部の
防食状態についてモニタリモングを行う。
オパール塗膜の構造色が変化する新材料の検討を行い、金属の変形による歪みを色変
化として可視化でき、さらに、変形量を分光器で簡便に測定できる新技術である。

○

車両に複数のカメラ・センサを搭載し、前方・側方映像を立体的に把握・撮影する。位置座
標、路面性状（ひびわモニタリング技術活用イメージれ、わだち掘れ）、道路施設、道路映
像など多彩な情報を計測する道路現況計測システムである。

カメラ・センサを搭載した車両による道路現況計測シ
ステム
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○

○

○

○

光ファイバによるひずみ把握

交通供用下でのAE法の適用を試み、最小荷重付近のAE信号を検出することで、最終破
壊の進行をモニターできる。
長時間連続モニタリングが可能な光ファイバセンサをRC床版に適用し、各種データを収集
できる。

ロボットを利用して道路橋床版のひび割れをモニタリングする。

○

○

○

破断検知線（２本の平行銅線で構成）を主桁の疲労想定箇所に、一筆書きの要領で貼り
付け、あわせて破断検出器を設置し、破断した際にはその情報をメールで管理者に自動
通報するよう、システムを設計する。

構造物の変形やひずみの変化、ひび割れ・継目開口等の進展を計測し、健全性をモニタ
リングする。
ロボットを利用して道路橋床版のひび割れをモニタリングする。

○

検査対象箇所に取り付けた測定端子（ピン）間の電位差を測定することにより，き裂，腐
食等の損傷を特定する技術である

○

本線の交通流を妨げることなく、橋梁上を通行する車両の軸重等を計測するために開発
された計測システムである。BWIMでは、橋梁部材（支点部の垂直スティフナー、主桁下フ
ランジ、床版など）にひずみゲージを設置して、車両通行時に発生するひずみ応答を解析
することで荷重計測を行う。

赤外線が光ファイバの曲がり部において漏洩し、通過する赤外線の強度が変化するマイ
クロベンディングの原理を利用して、構造物の相対変位を光ファイバセンサーにより計測
する。リンクケーブル（最大8km）を経てサイトボックスでモニタリングし、電話回線・光回線
を使って事務所等に通知する。

光ファイバーセンサー

AE法

U-BIROS（Ubiquitous-Bridge Inspection Robot
System）

ROCIM（A Robotic Crack Insoection and Mapping）

FBG光ファイバセンシングシステム

ひずみ可視化シートによる構造部材劣化検知

電気防食化した桟橋鋼管杭部の腐食状況把握

亀裂発生箇所のセンサによる状況監視

破断検知線を用いた鋼橋の疲労損傷モニタリング

電場指紋照合法（FSM）を用いた疲労き裂モニタリン
グ

○

センサーを利用した洗掘のモニタリングである。

○

明石海峡大橋、大鳴門橋、瀬戸大橋、多々羅大橋、大三島橋等を対象として、地震計、
加速度計、変位計を設置して挙動特性を把握する。また、明石海峡大橋は世界最大の吊
橋であるという特性から、さらにセンサを設置して観測を行う。また多々羅大橋は斜張橋
ケーブルの風による振動、および振動対策の効果確認を行う。

東京港臨港道路の橋梁動態把握

○

ICT技術

橋梁に変位計、加速度計、ひずみ計、風向風速計、雨量計、地震計を設置し、日常監視
し異常時の判断をする。また予防保全管理のため、計測データをデータベースへ蓄積・保
存する。

調査概要
○

調査名称
第1径間8ブロックを対象に、亀裂変位計（12箇所）や水管式沈下計（2箇所）を設置し、妙
亀裂変位計および水管式沈下計による損傷橋梁のモ 高大橋のたわみ量や目地の開きを監視する。変位の値によって、「注意レベル」、「警戒
レベル」、「限界レベル」の基準値（案）を設定し、亀裂変位計や水管式沈下計で異常値を
ニタリング
検知した場合は、自動で携帯電話にメールで通報される。

車両総重量、軸重、速度、車種、
Weigh in Motion
温度、空洞

洗掘

変位

変位

変位

調査目的

表 2.3 国内外の詳細調査手法の整理（その３）
優位点・課題点

3.

新興国における道路橋の維持管理に関する課題とニーズの抽出

3.1 対象とする新興国の抽出
新興国の橋梁維持管理状況から、タイ国、台湾をターゲットとして維持管理に関する課題とニ
ーズの抽出を行った。
台湾を含めた東南アジア諸国のインフラ指数を表 3.1 に示す。このインフラ指数から「先進国」、
「中進国」、
「開発途上国」の 3 つに分類し、このうち、「先進国」と「開発途上国」から 5 つの
国をヒアリング対象とした。
表 3.1 東南アジア諸国のインフラ指数
国名

順位

スコア

シンガポール

2

5.68

台湾

15

5.28

マレーシア

18

5.23

タイ

32

4.64

インドネシア

37

4.52

フィリピン

47

4.39

ベトナム

56

4.30

ラオス

83

4.00

カンボジア

90

3.94

ミャンマー

131

3.32

分類

先進国

中進国

○
開発途上国

○
○

台湾
ラオス

タイ
カンボジア

図 3.1 対象とする新興国の抽出
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○

○

【出展】国際競争力ランキング・国別順位（2015 年）

ミャンマー

ターゲット

3.2 タイ国
3.2.1

橋梁維持管理の現状整理

タイ国における橋梁維持管理の現状を JICA 報告書※１をもとに以下に整理した。
表 3.2 タイ国における橋梁維持管理状況（その１）
項目
道路種別

管理主体

管理橋梁数

橋梁の管理方法

内容
道路総延長：約 40 万 km
1) 国道：約 5 万 km 2) 地方道：約 5 万 km 3) 市町村道：約 30 万 km
4) 都市高速：約 210km
1) 国道：DOH(Department of Highway)
Head Quarter－Highway Breau(18)－District Office(104)
2) 地方道：DRR(Department of Rural Roads)
Head Quarter－Regional Breau(18)－Provincial Office(76)－Sub Office(376)
3) 都市高速：EXAT(The Expressway Authority of Thailand)
1) 国道：約 14,000 橋（ボックス除く）
2) 地方道：約 8,000 橋
3) 都市高速：208km
1) 国道
・橋梁のみを対象とした定期点検は実施していない。
・対症療法的な補修を実施。
・既存の橋梁データベースをもとにした BMS を現在構築中。
2) 地方道
・橋梁のみを対象とした定期点検は実施していない。
・対症療法的な補修を実施。
・中央、現場ともに人員不足で十分な維持管理体制が整っていない。
・現在、JICA の支援のもと、BMS の再構築中。同時に、点検マニュアルの整備、
職員の教育等を実施中。
3) 都市高速
・橋梁点検は、下部構造と上部構造をそれぞれのチームで目視により実施。
・台帳データが整理されているのみで、BMS 等のシステムはない。
・斜張橋以外の高架橋を対象に、現在 EXAT 独自の BMS を開発中。
・点検職員を教育するための教材を開発中。
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表 3.3 タイ国における橋梁維持管理状況（その２）
項目
橋梁点検の状況

その他

内容
1) 目視点検
・DOH では、橋梁点検車を 1 台保有。
・EXAT では、以下の道具を用いて点検を実施。
・Inspection forms
・Measurement tape
・Digital Camera
・Binoculars
・Vehicles
・Snooper
・Lighting
・Hammer
・Skid resistance
2) 非破壊検査
・EXAT では、シュミットハンマー等の機材を保有している。
・インフラ点検やマネジメントシステムを開発する民間会社（IMMS 社）では、コ
ンクリートの材料試験等を行うサービスの提供を行っており、以下の試験機材を
保有している。
・Windsor Probing
・Coring
・Chloride Penetration Test
・Hole Drilling
・Rebar Locator ・Half Cell Potential
・DOH では、過積載車両を監視するためのシステム WIM（Weigh in Motion）を
米国より購入し、現在 19 箇所に設置・監視している。
・海外から導入する機材のメンテナンスは困難
・メンテナンスの容易性を考慮して、大学との共同研究で独自開発

※１「道路・橋梁維持管理に関する情報収集・確認調査」最終報告書（H.25.1、JICA、MRI）
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3.2.2

現地視察

(1)

都市高速橋梁の状況

鋼橋、PC 橋が混在するが、比較的支間長の長い橋梁形式が採用されている。全体的に健全
な状態にあり、国内で損傷がよく見られる桁端部や橋座付近も健全であるが、局所的に遊離
石灰が生じている箇所がある。床版や壁高欄ではプレキャスト製品が採用されている。

図 3.2 都市高速橋梁の状況
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(2)

市内橋梁の状況

竣工年が古く、変状が散見され、定期的なメンテナンスは行われない印象を受ける。コン
クリート部材の剥離・鉄筋露出が放置されている。市街地のコンクリート製の横断歩道橋で
は、景観性のためかコンクリート塗装が施されている。

図 3.3 市内橋梁の状況
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(3)

地方橋梁の状況

幹線道路は比較的健全であるが、施工時のもと思われる橋脚基礎の傾斜が見られた。補修
対策を行っている事例が少ない中で、PCT 桁の床版部を炭素繊維シートで補強されているも
のがあった。施工範囲は部分的で、試験的に行われている可能性が高い。

図 3.4 地方橋梁の状況
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(4)

チャオプラヤ橋梁の状況

チャオプラヤ川には各種長大橋が架設されている。近年供用を開始している斜張橋は健全
な状況にあり、モニタリングも行っている。供用の古いもので架設後 50 年を超えるトラス橋
は、鋼部材は比較的健全である。元はリベット橋であるが、高力ボルトによる断面補修が行
われた形跡がある。また、PC 箱桁橋ではコンクリートの断面修復を行った形跡があり、定期
的にメンテナンスはされていることが伺える。

図 3.5 チャオプラヤ橋梁の状況
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3.2.3

EXAT（タイ高速道路公社）に対するヒアリング

阪神高速道路（株）、阪神高速技術（株）の参加者と合わせて EXAT での維持管理状況につい
て英語によるヒアリングを行った。
橋梁の維持管理体制に関しては、管理対象を道路延長では把握しているものの、橋梁数や径間
数といったものでは把握していないようである。道路会社だけに、道路を管理する専門組織はあ
るものの、充実した人員を配置できていない。一方、担当職員の技術力に関しては、技術的なセ
ミナーや教育を通じて対応されており、最新の非破壊検査技術も認知している技術レベルであっ
た。
橋梁の点検や調査レベルに関しては、2006 年に JICA の支援で点検マニュアルが整備されて
おり、これに基づき、日常点検や定期点検を実施している。点検では遠望目視を基本とし、異常
箇所は近接目視という二段階での手法を採用している。点検結果をデータベースで管理しており、
非破壊検査（超音波法、電磁波レーダー法、自然電位法、舗装のすべり抵抗など）を実施してい
る等、管理レベルは充実している。
橋梁の損傷状況については、コンクリート部材の剥離・鉄筋露出が多く見られ、橋脚梁部の
ASR 損傷が深刻な状況にあるという。大規模修繕としては、支承の取替え工事を挙げている。
非破壊検査の実施状況に関しては、シュミットハンマーを活用しているが、舗装下の床版の状
況、PC グラウトの充填状況などの不可視部分の調査までは実施していない。長大橋に対しては
個別に、加速時計、振動計、変位計を設置し、主桁、主塔、支点部のねじれ、たわみをモニタリ
ングしていた。
維持管理手法に関しては、損傷状態を４段階で評価し、損傷度の高いものについては翌年度に
補修工事を発注するというルーチンで進めている。会社独自の補修マニュアルも整備されている
が、維持管理計画を策定するための橋梁マネジメントシステム（BMS）は保有していない。

図 3.6 タイ国 EXAT に対するヒアリング状況
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3.2.4


タイ国視察のまとめ
バンコクの気候によるものであるが、年間の温度変化幅が小さいことから、コンクリート
部材全般にひびわれ等の変状が少ない。また、桁端部の狭隘部においても湿潤状態を繰り
返しているようには見えなかった。



都市高速は建設年度も比較的新しく、目立った損傷は見られなかった。



市内の橋梁は建設年度も古く、維持管理を行っているような形跡はなかったが、致命的な
変状や損傷は見られなかった。



チャオプラヤ架橋は維持管理も行っており、供用年数の長い橋梁もあるものの全体的に健
全であった。



EXAT へのヒアリングより、計測器を用いた非破壊試験に対する知識も持ち合わせており、
維持管理に対する認識も高いことがわかった。基礎的な詳細調査であるシュミットハンマ
ーは既に導入されており、レーダー技術のような最新技術の適用性が高いものと思われる。



以上より、高速道路と一般道路の差はあるものの、タイ国の維持管理レベルは新興国の中
でも比較的高いレベルにあることが確認され、ニーズとしても国内の最新技術に近いレベ
ルのものがマッチングするものと思われる。
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3.3 台湾
3.3.1

橋梁維持管理の現状整理

台湾における橋梁維持管理の現状をプレゼンテーション資料をもとに以下に整理する。
表 3.4 台湾における橋梁維持管理状況
項目
道路種別
管理主体

管理橋梁数

橋梁の管理方法

橋梁点検の状況

その他

内容
道路総延長：約 4 万 km
1) 省道：約 5 千 km 2) 県道：不明 3) 郷道：不明 4) 高速道路：約 1000km
1) 省道：交通部公路総局
2) 県道：交通部公路総局
3) 郷道：不明
4) 高速道路：国道高速公路局
（北区工程処、中区工程処、南区工程処※、拓建工程処） ※：ヒアリング先
1) 省道：不明
2) 県道：不明
3) 郷道：不明
4) 高速道路：不明
4) 都市高速
・巡回点検（昼間、夜間）
、定期点検、特別点検を実施
・TBMS(Taiwan Bridge Management System)を作成。
・台湾の全橋梁の基礎データおよび点検データが保存されている。
4) 都市高速
1) 巡回点検
a)昼間点検
時間：１日１回
人員：１組（２人）
内容：目視点検→橋面、舗装、伸縮装置
パトロール車両→道路の走行性、騒音、震動、衝撃
b)夜間点検
時間：１月１回
人員：１組（２人）
內容：目視点検→橋面、舗装、伸縮装置、照明、標識、標線、標示
2) 定期点検
・パトロールカー上で点検するだけでなく、必要に応じて徒歩で道路施設に近接
し、安全性を確認する。
・橋梁点検車や検査路を利用して点検する。
3）特別点検
・台風前後、或いは雨、地震や事故の後に、迅速に高速道路構造物の検査を行う
・特に、橋梁基礎において、洗掘、欠損、ひび割れを調査する。
4) 都市高速
・南区工程処の職員は、227 人（契約社員含む）
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3.3.2
(1)

現地視察
台南近郊の橋梁の状況

鋼橋 PC 橋が混在しており、比較的古い橋から新しい橋までデザイン性の高い橋梁が架橋され
ている。路面性状は比較的良好であり、断面修復による補修箇所も確認された。また、伸縮装置
は、日本の伸縮装置と同等のものが設置されている。

図 3.7 台南近郊の橋梁の状況
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(2)

台北近況の橋梁の状況

1935 年（80 年経過）に建設された歴史的橋梁（中正橋）は、鋼鈑桁部と RC 桁部を有し
ている。鋼桁部は、比較的新しいことから、架替られたと推察される。コンクリート桁部は、
鉄筋露出等の老朽化が著しい。日本のレベル２地震動対応にはなっていないが、落橋防止構
造が設置されている。検査路も設置されており、維持管理面にも配慮されている。梁部には、
補強鋼板が設置されている。基礎部杭頭は露出されており、洗掘の影響が懸念される。

図 3.8 中正橋の状況
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鉄道橋においては、パイ型の橋脚にすることで、桁下を有効に活用している。掛け違いの支承
部に、ひびわれ等の損傷が確認される。また、道路橋においては、床版橋や T 桁橋が多く見られ
る。伸縮装置からの漏水が確認される。

図 3.9 市内橋梁の状況
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3.3.3

成功大学へのヒアリング

建設技術研究所から「日本の橋梁維持管理状況」と「ICT を活用した構造物点検手法の紹介」
を行った。また、成功大学から「台湾の BMS（Bridge Management System）」について紹介
していただいた。
台湾で問題になっている損傷は、台風や土石流による基礎の洗掘である。ASR や塩害損傷も
あるが、基礎の洗掘の方が深刻な損傷である。また、日本では 1960 年代に建設ラッシュがあっ
たが、台湾では 1980 年代に建設ラッシュがあったので 15 年後の 2030 年代に多くの橋が建設後
50 年を迎える。
橋梁の点検・詳細調査に関しては、日常パトロールは行っているが、定期点検については、維
持管理課のような部署はあるが、いつ、誰が、どのように行ったかは分からない状況である。非
破壊検査においては、レーダーやアコースティック・エミッション(AE)法による検査を行ってい
る。特に、国立中央大学で研究している。
台 湾 の BMS(TBMS) は 、 交 通 部 公 路 總 局 ： MOTC(Ministry of Transportation and
Communications)が作成しており、台湾の全ての橋梁の基礎データおよび点検データが入ってい
る。
日本の ICT を活用した構造物点検手法に関して、小型無人ヘリによる点検は、とてもいいア
イデアだと感想をいただいた。

図 3.10 成功大学
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3.3.4

高速道路（国道管理局南区工程処）へのヒアリング

成功大学、高雄科技大学の参加者と合わせて高速道路会社（国道管理局南区工程処）での維持
管理状況についてヒアリングを行った。
台湾高速道路の維持管理費に関しては、国費ではなく、高速道路の料金収入から予算確保して
いる。路線延長 300km で 30 億台湾元／年（120 億円／年）の予算がついている。
橋梁の損傷に関しては、深刻な損傷は、トンネルの近くにある断層付近の橋梁で損傷が多い。
路面の損傷の原因の多くは、拡幅工事が行われている区間で既設部との接合箇所において、ひび
われが発生している。台湾でも、大型車の影響で、疲労による床版ひびわれが発生している。岡
山（地名）では、防水シートの損傷が多く、新旧のコンクリート部における路面の損傷が多い。
橋梁の点検・詳細調査に関しては、点検マニュアルは整備されている。点検はインハウスで行
っており、定期点検・災害時点検はコンサルタントに委託している。点検には認証制度を設けて
おり、点検の経験年数などを条件としている。また、非破壊検査に関しては、打音検査や超音波
検査やレーダ探査を実施している。
維持管理計画に関しては、今は事後保全型の維持管理となっているが、予防保全型の計画も立
てている。オンラインで点検結果を蓄積するシステム（ＢＭＳ）がある。このシステムは、コン
サルタントに委託して作成している。
日本の ICT を活用した構造物点検手法に関して、小型無人ヘリによる点検は、台湾には飛行
管理する法律がなく、落下等の事故が起こった時が怖いと感じている。法律が整備されたら、使
っていきたいと思っている。

図 3.11 国道管理局南区工程処
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3.3.5


台湾視察のまとめ
日本では 1960 年代に建設ラッシュがあり、50 年以上経過している橋梁が多いが、台湾は、
1980 年代に建設ラッシュがあったので、現在 35 年程度経過している状況であるので、日
本と比較して損傷は軽微であった。



一部で、床版の抜け落ち、基礎部の洗掘、PC ケーブルの破断など重大な損傷が確認され
ている。



今後は、日本やアメリカのように老朽化が著しくなるので、維持管理に対する関心は高い。



集集地震（1999 年）など、地震も多いことから、耐震対策や断層の影響にも関心がある。



点検費用のコスト縮減を図るために、ポールカメラを使用して点検することもあることか
ら、新たな点検手法にも関心がある。
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3.4 カンボジア国
3.4.1

橋梁維持管理の現状

カンボジア国における橋梁維持管理の現状を、国土交通省出典資料および現地でのヒアリング
をもとに以下に整理する。
表 3.5 カンボジア国における橋梁維持管理状況
項目
道路種別
管理主体

内容
道路総延長：約 5.4 万 km
1) 省道：約 1.1 万 km 2) 州道：約 0.44 万 km 3) 県道：約 4 万 km
1) 国道：MPWT
2) 地方道：MRD

管理橋梁数

1) 国道：約 2,300 橋
2) 地方道：不明

橋梁の管理方法

1) 国道
・橋梁は、基本的に有償又は無償資金協力のもと建設されており、橋梁を対象とし
た定期点検は実施していない。
・橋梁はメンテナンスフリーであるという認識であり、定期的なメンテナンスは不
要という考えが根強い。
・昨年度のプロジェクトで、国道の橋梁台帳が完成したばかりである。
・現在、JICA の支援のもと、点検マニュアルの整備を実施中。
2) 地方道
・橋梁を対象とした定期点検は実施しておらず、橋梁数も不明確である。
・国道、地方道ともに定期点検は実施されていない。

橋梁点検の状況
その他

MPWT 道路維持管理局（以下、RID）の橋梁維持管理サイクルの整備、RID の道
路・橋梁の点検能力強化及び補修能力の強化、維持管理サイクルの地方公共事業運
輸局（以下、DPWT）及び関連組織への普及といった、道路・橋梁の維持管理能力
強化を目的とした「道路・橋梁の維持管理能力強化プロジェクト（JICA）」が進行
中である。
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3.4.2

現地視察

(1)

ベイリー橋



軍事用の仮設橋梁である。組み立て後すぐに供用でき、地方で多く見られる。



維持管理はされておらず、ボルトの脱落がいくつも見られた。



カンボジア国では、過積載トラックが深刻な問題となっており、過積載トラックの通行
により橋梁の床版が損傷した事例も多くある。



道中では、過積載のチェックをするため、警察が大型トラックの交通規制を実施してい
た。

図 3.12 郊外の橋梁の状況

(2)

つばさ橋



日本の無償支援協力によって、メコン川に架けられた橋梁であり、2015 年 4 月に開通し
たばかりの新しい橋梁である。



プロジェクト内に維持管理も含まれるため、年に 1 度点検を行っていたが、今年度のプ
ロジェクト終了とともに点検も終了する。

図 3.13 新設橋梁の状況
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(3)

その他の橋梁



カンボジア国では、日本や中国などの支援を受けて、多くの橋梁が架けられている。



2000 年～2005 年ごろに架けられた橋梁が多く、架橋されてから 10 年程度しか経過して
いないため、目立った損傷はほとんどない。

【①国道 1 号沿いの橋梁】

【②国道 8 号沿いの橋梁】

図 3.14 その他の橋梁の状況
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3.5 ラオス
3.5.1

橋梁維持管理の現状整理

ラオスにおける橋梁維持管理の現状を JICA 報告書※１をもとに以下に整理する。
表 3.6 ラオスにおける橋梁維持管理状況
項目
道路種別
管理主体

内容
道路総延長：約 4 万 km
1) 国道：約 0.72 万 km 2) 県道以下地方道：約 3.2 万 km
1) 国道：DOR(Department of Road)
2) 地方道：LRD(Local Road Division)

管理橋梁数

1) 国道：約 1,300 橋
2) 地方道：約 1,200 橋

橋梁の管理方法

・台帳については、PTI（公共事業運輸研究所）が管理している RMS（国道を対象
とした Road Management System）や PRoMMS（地方道を対象とした Provincial
and Rural Road Management System）に諸元等が記録されている
・BMS についても開発されており、地方道を含めた維持管理計画の策定が可能で
ある
・定期点検は PTI 及び各県が実施主体となり実施している
・目視点検のみであり、測定機材は用いていない
・点検基準については、BMS の調査仕様書に点検基準がある。
・橋梁維持管理マニュアルが整備されておらず、橋梁損傷に対する評価手法が整っ
ていない。
・評価手法はアジア諸外国のマニュアル、米国、英国、日本の維持管理マニュアル
を参考にしている。
・維持管理の基礎となる点検などの要素技術を有していないことが課題である。

橋梁点検の状況

その他

※１「道路・橋梁維持管理に関する情報収集・確認調査」最終報告書（H.25.1、JICA、MRI）
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3.5.2
(1)
●

現地視察
代表的な橋梁の状況
【1-① Hin Hoeup 橋】
日本の無償援助協力で建設された PC 箱桁橋（錢高組施工）

●

【1-② Pa Ka Yung 橋】
ラオスの建設会社が設計施工した橋梁（側径間：PC 箱桁、中央径間：トラス）、
ＢＯＴ方式で維持管理
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●

【1-③ Tha Ngone 橋】
オーストラリアの資金で建設され、ＢＯＴ方式で維持管理されている。
ラオスで最古のトラス橋である。フーチングに損傷がある。

●

【1-④ Friendship Bridge ２】
日本の無償資金協力で建設されたメコン川に架かるラオス－タイの友好橋
（PC 箱桁橋）
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●

【1-⑤ Xe Khum Kan 橋】
1980 年代に建設された鋼橋で、老朽化のために日本の無償資金協力で架け替えの
予定であり、現在、詳細設計を実施している。
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●

【1-⑥ Xe Thamuak 橋】
1980 年代に建設された鋼橋で、老朽化のために日本の無償資金協力で架け替えの
予定であり、現在、詳細設計を実施している。

●

【1-⑦ Pakse 橋】
日本の無償資金協力で建設された橋である。
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●

【1-⑧ Houay Lay 橋】
老朽化した橋梁

●

【1-⑨ Houay Tabongphet 橋】
老朽化した橋梁
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3.5.3

管理事務所へのヒアリング

現地の管理事務所で維持管理状況についてヒアリングを行った。
ヒアリングを行ったのは以下の 5 事務所である。
(1). ヴィエンチャン州

国土交通省

(2). ヴィエンチャン市

郵政通信会社

(3). ヴィエンチャン県

国土交通部

(4). サバンナケート県

国土交通部

(5). チャンパーサック県

国土交通部

橋梁の維持管理体制に関しては、各事務所とも維持管理担当の技術者がいる。
橋梁の点検や調査レベルに関しては、1 年に 1 回（サバンナケート県では雨期の前後で年に 2
回）目視点検を実施している。JICA の支援で点検マニュアルが整備されたようであるが、これ
に基づき点検を実施している事務所と使用していない事務所がある。点検は直営で行っており、
階段や建設時につけている通路を使用して近接点検をしている。（サバンナケート県では概略の
目視点検で問題がある場合のみ階段を使用した近接目視を実施）
詳細調査は行っておらず、不可視部分の点検も実施されていない。モニタリングについては、
ごく一部の橋梁で実施されている。
橋梁の損傷状況については、橋台の侵食、コンクリート部材の損傷、鋼部材の腐食、伸縮装置
の損傷が多く見られるが、深刻な損傷はない。ただ、過積載の車両が大きな問題となっている。
維持補修については、点検結果に基づき公共事業運輸省の道路部が補修の要否判定を行う。補
修については緊急の場合はすぐに実施するが、そうでない場合半年～1 年以内に補修を実施して
いる。維持管理計画に関しては、全ての事務所で計画的に行われているようであるが、点検結果
のデータベース、BMS の使用、補修方法選定マニュアル類についてはそれぞれの事務所で異な
る回答であった。
橋梁点検・調査に必要な技術としては、高所作業車、コンクリートの試験装置、クラックゲー
ジ、深い水中にある橋脚や杭の調査ができる機器、維持管理に関するマニュアルといったものを
必要としていた。
計画的な維持管理を行っていくために必要な技術としては、職員の訓練や増員、適切な機器、
BMS の使用方法といったものを必要としていた。
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3.5.4

在ラオス日本国大使館へのヒアリング
■日時：平成 28 年 2 月 25 日（木）9:30-10:30
■場所：在ラオス日本国大使館

会議室

■出席者：在ラオス日本国大使館

二元裕子一等書記官
栗原崇二等書記官（経済協力班、国土交通省派遣）

広島工業大学

中村一平

■打合せ内容：
大使館から提供された「ラオスの道路インフラ」により説明を受けた。
首都ビエンチャン以北は中国が開発、ビエンチャンより南の道路は日本が中心になり
整備しており、走行状態はほぼ良好である。
現在の課題は、過積載対策である。
河川の関する問題点として、
① 護岸の浸食
主に、メコン川の支流で発生しており、数名の人命が奪われている。
対策として、応急復旧を行っている。
② 水運
メコン川を利用して中国⇔タイ間で農産物のバーター貿易が行われており、
500 トン級の大型船舶を航行させるためにラオス政府の許可なしで（中国？ま
たは、タイ？が）浚渫を行っており、メコン川の河床低下が懸念されている。
③ ダム開発
水量の豊富なメコン川水系を利用して水力発電が積極的に行われているが、総
発電量の 20%を自国で消費し、残り 80%を開発権と共にタイに売却している。

3.5.5

JICA ラオス事務所へのヒアリング
■日時：平成 28 年 2 月 24 日（水）16:00-17:00
■場所：JICA ラオス事務所

会議室

■出席者：JICA ラオス事務所

小椋 亨専門家（インフラおよび都市環境）
Phouthaphone VORABOUTH

広島工業大学

中村一平

■打合せ内容：
JICA が実施した
①

第２メコン国際橋架橋事業

②

国道九号線（メコン地域東西経済回廊）整備計画

③

ビエンチャン一号線整備計画（第１，２期）

の概要およびその効果について説明を受けた。
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3.6 ミャンマー
3.6.1

橋梁維持管理の現状整理

ミャンマーにおける橋梁維持管理の現状をヒアリングをもとに以下に整理する。
表 3.7 ミャンマーにおける橋梁維持管理状況
項目

内容

道路種別

道路総延長：約 13 万 km

管理主体

ミャンマー連邦共和国建設省（Ministry of Construction）

管理橋梁数

4,263 橋

橋梁の管理方法

・橋梁点検は、6 ヶ月ごとに実施。
・ガイドラインや基準については明確な基準はない。

橋梁点検の状況

・土工用機械を使用して点検を実施している。

その他

・点検結果に基づいて補修を実施している。
・データベースについては、整備されているようであるが詳細は不明である。
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3.6.2

現地視察

(1) 代表的な橋梁の状況
●

【1-① 8 Mile Junction flyover 】

交通渋滞の緩和のために建設された跨道橋である。

●

【1-② ヤンゴン市内の新しい跨道橋 】
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●

【1-③ ヤンゴン市内の古い跨道橋 】

●

【1-④ ヤンゴン市内の古い跨道橋 】
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●

【1-⑤ ヤンゴン近郊の鉄道橋 】

●

【1-⑥ ヤンゴン川に架かる橋 】
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●

【1-⑦ ヤンゴン郊外の高速道路とサービスエリア 】
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(2) ヤンゴンの鉄道の状況
●

【2-① ヤンゴン郊外の鉄道 】
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3.6.3

管理事務所へのヒアリング

現地の管理事務所で維持管理状況についてヒアリングを行った。
管理している構造物については、橋梁はコンクリート橋が 30%、鋼橋が 70%であり、土工と
トンネルはない。維持管理専門組織には、1000 人程度おり、管理職、エンジニア、アシスタン
トエンジニア、監督者、一般的な労働者である。委託と直営の割合は 1：50 である。
点検と補修については、6 ヶ月ごとに土工用機械を使って点検を行い、その点検結果をもとに
予防保全的に補修を行っているようである。ただし、点検や補修に関してガイドラインや基準に
ついては明確な基準はなく、データベースについてもデータベース自体はあるようであるが、詳
細は不明である。
損傷については、深刻な損傷は時々ひびわれや沈下が見られる。また、ASR や長大橋の鋼板
の疲労といった特徴的な損傷は現時点では確認されていない。

3.6.4

JICA ミャンマーへのヒアリング
■日時：平成 28 年 3 月 24 日（木）16:00-17:00
■場所：JICA ミャンマー事務所

会議室

■出席者：JICA ミャンマー事務所
広島工業大学

早川哲史所員

中村一平

■打合せ内容：
JICA が実施した
①

新タケタ橋建設計画

②

カチン州およびチン州道路建設機材整備計画

③

ラカイン州道路建設機材整備計画

④

カレン州道路建設機材整備計画

の概要およびその効果について説明を受けた。
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3.7 課題とニーズの抽出整理


老朽化対策として「橋梁点検」、「詳細調査」、
「補修補強工法」などのニーズがある。



日本が抱えている課題と類似することも多いことから、日本の維持管理技術を輸出するメ
リットは大きいと言える。



また、
「BMS」も作成しているので、BMS の活用方法などを共同で研究するメリットも
ある。
表 3.8 課題とニーズ
項目

課題

タイ

台湾

課題として
いる損傷

橋脚の梁部に発生している ASR 損傷

基礎の洗掘
PC ケーブルの破断

橋梁点検の
ニーズ

省力化

省力化
ケーブルの緊張力調査

詳細調査の
ニーズ

非破壊検査（特に ASR に対する詳細調査）
非破壊検査技術

ニーズ
支承の取替

モジュラー型のジョイントの維持管理

舗装修繕

耐震補強デバイスのディテール

設計手法の
ニーズ

―

断層を跨ぐ橋梁計画

システムの
状況

予算管理を目的とした舗装のシステム
（BMS）を保有している

台湾の全橋梁の基礎データ及び点検デー
タが保存されているＢＭＳがある。

補修補強の
ニーズ

その他
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その他

橋梁点検の
状況

橋梁の
管理方法

管理橋梁数

管理主体

道路
種別

省道：不明
県道：不明
郷道：不明
高速道路：不明

1)
2)
3)
4)

1) 国道：約1,300橋
2) 地方道：約1,200橋

・台帳については、PTI（公共事業運輸研究 ・橋梁点検は、6ヶ月ごとに実施。
・ガイドラインや基準については明確な基準は
所）が管理しているRMS（国道を対象とした
Road Management System）やPRoMMS（地 ない。
方道を対象としたProvincial and Rural Road
Management System）に諸元等が記録され
ている
・BMSについても開発されており、地方道を含
めた維持管理計画の策定が可能である

1) 国道
・橋梁は、基本的に有償又は無償資金協力
のもと建設されており、橋梁を対象とした定期
点検は実施していない。
・橋梁はメンテナンスフリーであるという認識で
あり、定期的なメンテナンスは不要という考え
が根強い。
・昨年度のプロジェクトで、国道の橋梁台帳が
完成したばかりである。
・現在、JICAの支援のもと、点検マニュアルの
整備を実施中。
2) 地方道
・橋梁を対象とした定期点検は実施しておら
ず、橋梁数も不明確である。

4,263橋

ミャンマー連邦共和国建設省（Ministry of
Construction）

不明

約13万km

ミャンマー

1) 国道：約2,300橋
2) 地方道：不明

1) 国道：DOR(Department of Road)
2) 地方道：LRD(Local Road Division)

1) 国道：約0.72万km
2) 県道以下地方道：約3.2万km

約4万km

ラオス

開発途上国
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・道路・橋梁の維持管理能力強化を目的とし ・維持管理の基礎となる点検などの要素技術 ・点検結果に基づいて補修を実施している。
た「道路・橋梁の維持管理能力強化プロジェ を有していないことが課題である。
・データベースについては、整備されているよ
クト（JICA）」が進行中である。
うであるが詳細は不明である。

・国道、地方道ともに定期点検は実施されて 定期点検はPTI及び各県が実施主体となり実 ・土工用機械を使用して点検を実施してい
4) 都市高速
る。
いない。
施している
1) 巡回点検
・目視点検のみであり、測定機材は用いてい
a)昼間点検（１日１回、１組（２人））
ない
b)夜間点検（１月１回、１組（２人））
・点検基準については、BMSの調査仕様書に
2) 定期点検
点検基準がある。
・パトロールカー上で点検するだけでなく、必
・橋梁維持管理マニュアルが整備されておら
要に応じて徒歩で道路施設に近接し、安全
ず、橋梁損傷に対する評価手法が整ってい
性を確認する。
ない。
・橋梁点検車や検査路を利用して点検する。
・評価手法はアジア諸外国のマニュアル、米
3）特別点検
国、英国、日本の維持管理マニュアルを参考
・台風前後、或いは雨、地震や事故の後に、
にしている。
迅速に高速道路構造物の検査を行う
・特に、橋梁基礎において、洗掘、欠損、ひび
割れを調査する。

4) 都市高速
・巡回点検（昼間、夜間）、定期点検、特別
点検を実施
・TBMS(Taiwan Bridge Management
System)を作成。
・台湾の全橋梁の基礎データおよび点検デー
タが保存されている。

省道：交通部公路総局
県道：交通部公路総局
郷道：不明
高速道路：国道高速公路局

1)
2)
3)
4)

1) 国道：MPWT
2) 地方道：MRD

1) 省道：約1.1万km
2) 州道：約0.44万km
3) 県道：約4万km

省道：約5千km
県道：不明
郷道：不明
高速道路：約1000km

1)
2)
3)
4)

・DOHでは、過積載車両を監視するためのシ ・都市高速の南区工程処の職員は、227人
ステムを現在19箇所に設置・監視している。 （契約社員含む）である
・海外から導入する機材のメンテナンスは困
難
・メンテナンスの容易性を考慮して、大学との
共同研究で独自開発

1) 目視点検
・DOHでは、橋梁点検車を1台保有。
・EXATでは、道具を用いて点検を実施。
2) 非破壊検査
・EXATでは、シュミットハンマー等の機材を保
有している。
・インフラ点検やマネジメントシステムを開発
する民間会社（IMMS社）では、コンクリートの
材料試験等を行うサービスの提供を行ってお
り、試験機材も保有している。

1) 国道
・定期点検は実施していない。
・対症療法的な補修を実施。
・BMSを現在構築中。
2) 地方道
・定期点検は実施していない。
・対症療法的な補修を実施。
・人員不足で維持管理体制が整っていない。
・JICAの支援のもと、BMSの再構築中。同時
に、点検マニュアルの整備、職員の教育等を
実施中。
3) 都市高速
・橋梁点検は、下部構造と上部構造をそれぞ
れのチームで目視により実施。
・BMS等のシステムはない。現在EXAT独自の
BMSを開発中。
・点検職員を教育するための教材を開発中。

1) 国道：DOH(Department of Highway)
2) 地方道：DRR(Department of Rural
Roads)
3) 都市高速：EXAT(The Expressway
Authority of Thailand)
1) 国道：約14,000橋（ボックス除く）
2) 地方道：約8,000橋
3) 都市高速：208km

約5.4万km

総延長 約40万km
1) 国道：約5万km
2) 地方道：約5万km
内訳 3) 市町村道：約30万km
4) 都市高速：約210km

カンボジア国

約4万km

台湾

先進国

タイ国

項目

表 3.9 各国の橋梁維持管理状況

4.

実橋でのモニタリング技術の実用性検証

4.1 検証技術の抽出
実橋でのモニタリング技術の実用性検証について、前項で抽出した課題とニーズを踏まえて対
象を選定する。
新興国では、日本に比べてインフラ自体の供用年数が短く、既に重大な損傷状況に陥ったレベ
ルにはなく、構造物の健全性をモニタリングする段階には入っていない。
一方、橋梁点検については比較的進んだ状況にあり、点検マニュアルを整備し、定期的に近接
目視を行い、点検結果のデータベース化を行っている。今後、損傷データの活用を含めた展開が
期待される。
新興国のニーズとしては点検作業の省力化が期待されるところであり、我が国での動向にも近
寄った部分である。国内では、作業の自動化をより進めるためのロボット等の装置をより効果的
に導入するため仕組み作りを進めており、その中で主流となる小型無人ヘリを用いた点検技術に
ついては、台湾でのヒアリングにおいて、墜落した場合のリスクが高いことから敬遠されたこと
から、ポール型点検ロボットについて実証検証を行うこととする。
表 4.1 点検技術に関するタイ、台湾の状況
項目

タイ

台湾

点検種別

日常点検、定期点検

日常点検、定期点検、特別点検

点検マニュアル

あり

あり

点検足場

高所作業車

点検車

点検員の資格要件

なし

なし

表 4.2 点検作業に関わる調査手法
番号

調査名称

調査概要

ICT
技術

1

橋梁点検車・高所作業車・リフト車
を用いた橋梁点検

橋梁点検車、高所作業車、リフト車を用いること
で、足場（仮設）を組めない場所（河川上、海上）
や立ち入りが困難な場所での橋梁へのアクセス
し、近接目視を行う。

2

簡易橋梁点検機（カメラ）を用いた
橋梁点検

橋面上からカメラを遠隔操作による近接目視に
て、損傷状況を把握する。

○

3

携帯情報端末システム
（タブレット PC 等）を用いた橋梁点検

点検結果を現場でタブレット PC 等の端末を用い
て入力し、記録内容のデジタル化および作業の効
率化を図る。

○

4

小型無人ヘリ（SPIDER）を用いた
橋梁点検

小型無人ヘリにより構造物を遠隔から点検する。

○

5

ポール型点検ロボット(giraffe)を
用いた橋梁点検

高所や橋梁桁下など今まで目視では見えづらか
った箇所の状況を確認することができる。

○

6

長距離型 3D レーザを用いた計測

構造物を三次元計測し、そこにある損傷も含めて
再現する。

○
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4.2 ポール型点検ロボット技術の概要
4.2.1

概要

ポール型点検ロボットとは、伸縮可能なポールの先端に自動姿勢制御と遠隔操作が可能なカメ
ラを装着したものである。
この技術を使用することで、高所や橋梁桁下など今まで目視では見えづらかった箇所の状況を
確認することができる。手元でモニターを見ながらカメラの遠隔操作を行うことができ、さらに
ポールが揺れてもカメラは自動的に姿勢を保つため、容易に見たい箇所を見る事ができる。

自動姿勢制御
機能付きカメラ

上下操作が可能

1.5m～10m まで
伸縮可能

図 4.1 ポール型点検ロボットの概要
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4.2.2

活用事例

ポール型構造物点検ロボットシステムを使用すれば、地上から目視確認することが困難であっ
た箇所を梯子や高所作業車を使用することなく近接することができる。
また、カメラは手元のコントローラおよび WiFi 接続のタブレットで遠隔操作が行うことがで
き、リアルタイムでカメラからの画像を見ながらシャッターを切ることができるため、確認した
い箇所を正確に撮影することができる。

【撮影状況】

地上から目視が困難であった
桁端部も簡単かつ安全に確認可能

【操作状況】

【撮影画像】

図 4.2 撮影状況
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4.3 台湾での実用性検証
4.3.1

CECI 社について

CECI 社は台湾最大手の建設コンサルタント会社であり、道路、橋梁、鉄道、電力、建築、港
湾、IT など幅広い分野で多くの実績を有しております。台湾以外では、中国、インドネシア、
ベトナム、シンガポールなど東南アジアをはじめ、中東、中南米、アフリカなど世界各地で事業
を展開している。
訪問先である「CECI 社」の概要を示す。
1)

名称：台湾世曦工程顧問股份有限公司（CECI Engineering Consultants Inc., Taiwan）

2)

事業内容：道路、橋梁、鉄道、水資源、環境、建築、電気、情報システムなど

3)

設立：2007 年 5 月

4)

所在地：台北市内湖区陽光街 323 号

5)

従業員：1,800 名

4.3.2

CECI 社本社へのヒアリング

定期点検に関しては、台湾ではアメリカと同じで 2 年に 1 回の点検であるが、おそらく日本で
の細かい点検とは異なると思われる。点検業務は、役所が発注して、コンサル（CECI）が受注
して実施している。点検する資格は国家資格であり、橋梁点検車や高所作業車を使って点検をし
ている。発注者から点検作業以外に塗装塗替の要求もあるという。
点検結果を格納するシステムについては、国が作成したシステムにデータを格納しており、こ
のシステムを使って、点検写真から損傷レベルや健全度を判断している。
ICT を活用した構造物点検手法について、台湾で機械を購入する場合のメンテナンスを気にし
ていた。

図 4.3

CECI 社本社でのヒアリング状況
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4.3.3

CECI 社・現場事務所へのヒアリングと実用性検証

ポール型点検ロボットに対して、タブレット内でクラックが表示できれば、よりよいものにな
るとリクエストがあった。
点検に関しては、地震後の緊急点検を気にしていた。地震後は、3STEP あり、まず、高速道
路の CCTV で 15 分以内に確認を行い、第 2STEP として、2 時間以内に専用の車が地震の地域
に行ってパトロールを行う。最後の第 3STEP では地震から計算して 3 日間以内に点検を実施し
ている。
ICT を活用した構造物点検手法に関して、光ファイバーを設置するような特別なモニタリング
は行っていない。無人ヘリだと桁と桁の間に入れないこと、GPS の信号がなくなることに困っ
ている。そうするとこの場合にはヘリが使えない。

図 4.4

CECI 社現場事務所でのヒアリング状況
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4.4 台湾での実用性検証のまとめ
(1)


ポール型カメラシステム（ジラフ）
CECI 社においてポール型カメラを使用した点検を行っているが、ポールにカメラが付い
ているものであるため、撮影した画像の確認のために毎回手元にカメラを下ろして画像確
認する必要があり、効率が悪い。



ポール型カメラシステム（ジラフ）は、撮影した画像を手元のタブレットで確認できるた
め、好評であった。また、自己制御できるカメラを用いているため、ブレが少ない画像が
撮れることも好評であった。



タブレットでクラック幅や長さが判定できた方がよいというニーズがあった。



台湾で機械を購入する場合、メンテナンスの問題がある。

(2)


UAV
台湾では橋梁の桁下が高速道路である。第三者被害への影響もあることから、UAV を飛
ばすことに関して制限される。
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5.

我が国の維持管理手法を新興国に普及するための課題整理

5.1 我が国の維持管理手法を新興国に普及するための課題
「事例収集（第 2 章）」
「新興国に対する現地視察と管理者ヒアリング（第 3 章）」
「実橋でのモ
ニタリング技術の実用性検証（第４章）」を勘案し、我が国の維持管理手法を新興国に普及する
ための課題を整理する。

表 5.1 課題整理
課題点

内容

備考

①

施設の老朽化

・建設後、修繕せずに放置されているため、 台湾、タイ

②

技術力不足

・維持管理していくための知識が不足して

老朽化が進んでいる。
維持管理環境

いる。
③

技術者のモラル不足

ラオス、カンボジ
ア、ミャンマー

・維持管理の必要性を認識していない。

ラオス、カンボジ
ア、ミャンマー

④

技術者不足

・少子高齢化等による人口減少も一因とな

台湾、タイ

り、技術者が不足している。
⑤

予算不足

・点検や修繕費用が不足しており、老朽化
が加速している。
・一定水準で維持管理していくための必要

台湾、タイ、ラオス、
カンボジア、ミャン
マー

費用を把握できていない。
⑥

点検要領の未整備

・点検手法、点検頻度、点検結果の判定基
準、点検計画などが整備されておらず、

ラオス、カンボジ
ア、ミャンマー

一定水準を満足するような点検となって
点検・診断

いない。
⑦

点検機材の未整備

・橋梁点検車や高所作業車などの機材を所
有していない、あるいは不足している。

ラオス、カンボジ
ア、ミャンマー

・例えば、ポールカメラシステム（ジラフ）
を日本から購入しても、保証やメンテナ
ンスの問題がある。
⑧

詳細調査方法の未知

・損傷原因の把握のための調査方法やモニ
タリング方法等を知らないために、適切

ラオス、カンボジ
ア、ミャンマー

に診断できていない。
措置

⑨

補修補強工法・材料の未知

・施設を機能回復および機能向上する工

タイ、ラオス、カン

法・材料を知らないため、適切に措置で

ボジア、ミャンマー

きていない。
記録

⑩

記録システム等の不整備

・ブリッジマネジメントシステム（BMS）

台湾、タイ、ラオス、

等の橋梁台帳や点検データを蓄積するシ

カンボジア、ミャン

ステムが整備されていない。

マー
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5.2 課題に対する提案
各課題点に対して改善していくための提案例を示す。

表 5.2 課題に対する提案
課題点

提案例

維持管理環境

①

施設の老朽化

・適切に維持管理することで長寿命化を図る

②

技術力不足

・資格制度や、講習会等を支援することで、技術力やモラルを

③

技術者のモラル不足

④

技術者不足

・ICT 技術等を取り入れることで生産性を向上させ、少人数で

⑤

予算不足

・ライフサイクルコスト（LCC）の考え方を伝えることで、最

⑥

点検要領の未整備

・点検マニュアル等を整備し、マニュアルの活用方法を伝える。

⑦

点検機材の未整備

・点検機材を紹介するだけでなく、機材の保証やメンテナンス

向上させる。
も維持管理できるような環境にしていく。
小限のコストで維持管理できるようにしていく。

点検・診断

についても基準を整備する。
⑧

詳細調査方法の未知

・詳細調査方法を伝える。

措置

⑨

補修補強工法・材料の未知

・補修補強工法・材料を伝える。

記録

⑩

記録システム等の不整備

・ブリッジマネジメントシステム（BMS）の導入を勧める。
・BMS の活用方法も伝える。

その他

・点検マニュアルや BMS 等をパッケージ化したものを勧める。

5-2

6.

国内の小規模自治体への展開

6.1 国内市町村における維持管理の実情
6.1.1

道路（橋梁）の管理割合

「国土交通省
ス戦略小委員会

社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会社会資本メンテナン
「市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制の確立を目指して」」

（H23.2.27）の公表資料（以下、社会資本メンテナンス戦略小委員会資料）によると、道路（橋
梁）の 75%は市区町村管理（政令市含む）である（図 6.1）。

※社会資本メンテナンス戦略小委員会資料より

図 6.1 日本における社会資本の管理割合
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6.1.2

土木部門の職員

社会資本メンテナンス戦略小委員会資料によると、市町村における土木部門の職員数は平成 8
年度の 124,685 人をピークに 17 年連続で減少しており、平成 25 年度は 91,494 人である（平成
8 年度比約 27%減）（図 6.2）。
また、市町村全体の職員数は、平成 8 年度から平成 25 年度の間で約 20%減少していることか
ら、市町村における土木部門の職員数のピーク時からの減少割合は、全体の職員数のピーク時か
らの減少割合よりも大きい（図 6.2）。
維持管理・更新業務を担当する職員数が 5 人以下である市町村が多く、その傾向は人口規模が
小さいほど顕著である。

※社会資本メンテナンス戦略小委員会資料より

図 6.2 土木部門の職員数の推移

※同一の職員が複数分野の業務を担当している場合には、重複して計上
※社会資本メンテナンス戦略小委員会資料より

図 6.3 道路維持管理・更新業務を担当する職員数
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6.1.3

点検の実施状況

社会資本メンテナンス戦略小委員会資料によると、規模の小さい地方公共団体を中心に、点検
を実施できていない例がある。また、点検を実施している場合であっても、マニュアル等に基づ
いていない例もある。

※社会資本メンテナンス戦略小委員会資料より

図 6.4 点検の実施状況

6.1.4

土木費

社会資本メンテナンス戦略小委員会資料によると、市町村の土木費は、20 年間で約 5 兆 3606
億円減少している。平成 24 年度は平成 5 年度に比べ約 53%となっている。

※社会資本メンテナンス戦略小委員会資料より

図 6.5 市町村における土木費の推移
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6.1.5

老朽化が進む中での懸念事項

社会資本メンテナンス戦略小委員会資料によると、市町村の規模に関わらず、予算不足、職員
不足を懸念している割合が 6～7 割程度と高く、また、4 割程度の地方公共団体が、技術力不足
について懸念している状況にある。

※社会資本メンテナンス戦略小委員会資料より

図 6.6 地方公共団体における懸念事項
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6.2 国内市町村に対するヒアリング
関西の中核都市である「T 市」の職員に橋梁維持管理の実態およびポール型カメラシステム（ジ
ラフ）に関するヒアリングを行った結果を示す。
表 6.1 T 市職員へのヒアリング結果
項目

回答等

人口

約 10 万人

（平成 28 年 7 月 1 日現在、外国籍人口を含む）

面積

約 35 平方キロメートル

管理橋梁数

約 300 橋

土木系職員

約 50 人（うち、橋梁維持管理担当

橋梁維持管理の実態

・他自治体同様に、老朽化が進む中、予算不足、職員不足、技術力不足を

（大半が溝橋のような小規模橋梁）
3 人）

懸念している
ポール型カメラシス
テムのニーズ

・職員数が少ないので、インハウスで定期点検を行っていくことは想定し
ていないが、パトロール等で活用していくと効率が上がると思う。
・もっと安価になったら購入を検討したいと思う。

ポール型カメラへの

・フラッシュ機能

要望

・ズーム機能
・防水機能

図 6.7 ジラフ試行状況（T 市職員立会）
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6.3 展開の方向性


カメラの機能向上（フラッシュ機能、ズーム機能、防水機能）を図る。



ポール型カメラシステムのニーズはあるので、県や県の公社等で一括購入して県内市町村
に貸与することも考えられる。



構造物のどの部材をどの角度から撮影した写真か分かりづらいので、撮影箇所をわかりや
すく表示できるソフトを開発する。



タブレット等で前回点検時の写真との比較ができるソフトを開発する。



溝橋のような小規模橋梁の桁下状況を容易に安全に確認できるロボットを開発する。
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7.

まとめ

7.1 研究成果
7.1.1


国内外の ICT 技術を活用した道路橋の維持管理手法に関する事例収集
国内外における ICT 技術を活用した道路橋の維持管理手法に関する事例収集を行い、個々
の技術について、その特徴や優位性の整理・評価を行い、新興国が必要とする有用な技術
を抽出した。



ICT 技術を活用した維持管理手法では常時モニタリングに関するものが多く開発・提案さ
れているが、新興国に対してはあまり高度で複雑なシステムよりもシンプルな ICT 技術
を有する点検機材等が推奨される。

7.1.2


新興国における道路橋の維持管理に関する課題とニーズの抽出
東南アジア諸国のうち、台湾、タイ、ラオス、カンボジア、ミャンマーの 5 カ国に対して、
各国が管理する道路橋の維持管理状況、人員体制、評価基準などに関するヒアリングを行
い、抱えている懸案事項や課題の整理、そして要求されるニーズの抽出を行った。



新興国に位置づけられる台湾、タイでは、維持管理に対する意識も高く、最新の詳細調査
手法に対する知識も豊富であるため、ICT 技術を活用した高度な維持管理手法も十分にマ
ッチすることができる。



発展途上国に位置づけられるラオス、カンボジア、ミャンマーでは、近年架設された橋の
メンテナンスは不要と考えているところもあり、維持管理に対する意識が低い。そのため、
現場での維持管理手法を展開する前に、道路管理者への教育や意識改革が優先される。



東南アジア諸国間でも維持管理レベルは異なっており、新興国に対しては国内で活用され
ている技術は十分に導入することが可能であるが、発展途上国に対してはあまり難しいも
のは受け付けないものと考えられる。総じて、高度なものよりも機能がシンプルな技術が
好まれる。

7.1.3


実橋でのモニタリング技術の実用性検証
台湾の大手コンサルタントおよび現場事務所において、実橋の橋脚に対するポール型点検
ロボットの実用性検証を行い、ICT 技術を活用した各種モニタリング技術の評価を行った。



管理担当者へのヒアリングの結果、機材の購入や活用といった前向きな意見もある中で、
更なる付加機能（ひびわれ検知等）のリクエストもあり、市場拡大の可能性は十分に感じ
られた。

7.1.4

我が国の維持管理手法を新興国に普及するための課題整理



我が国の維持管理手法を新興国へ普及していく上での課題点を洗い出した。



課題点として、維持管理環境（①施設の老朽化、②技術力不足、③技術者のモラル不足、
④技術者不足、⑤予算不足）、点検・診断（⑥点検要領の未整備、⑦点検機材の未整備、
⑧詳細調査方法の未知）
、措置（⑨補修補強工法・材料の未知）、記録（⑩記録システム等
の不整備）が挙げられる。
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7.1.5

国内の小規模自治体への展開



国内市町村における維持管理の実情は新興国における実情と共通している。



比較的大きな規模の市では、新興国の先進国と同じ維持管理レベルにあり、ICT 技術を活
用したポール型点検ロボットに対して、カメラの機能向上等、リクエストが挙がっている。



町や村の場合、土木管理に関わる人材も少ないことから、新興国の中進国と同等の維持管
理レベルであることが想定される。

7.2 今後の課題
今後、新興国でのパッケージ化に向けた基盤整備やインフラ維持管理に関わる新規ビジネス市
場の創出を促し、大きなビジネスチャンスとしての発展性を期待するために、本研究は、その実
現のため、新興国の実情に即した維持管理のニーズを把握し、ICT を活用した道路橋の維持管理
手法を現場で継続的に使える形で展開することを検討した。
今後の課題として、以下のものが挙げられる。


適切に維持管理することで長寿命化を図る



資格制度や、講習会等を支援することで、技術力やモラルを向上させる。



ICT 技術等を取り入れることで生産性を向上させ、少人数でも維持管理できるような環境
にしていく。



ライフサイクルコスト（LCC）の考え方を伝えることで、最小限のコストで維持管理でき
るようにしていく。



点検マニュアル等を整備し、マニュアルの活用方法を伝える。



点検機材を紹介するだけでなく、機材の保証やメンテナンスについても基準を整備する。



詳細調査方法を伝える。



補修補強工法・材料を伝える。



ブリッジマネジメントシステム（BMS）の導入を勧める。



BMS の活用方法も伝える。



点検マニュアルや BMS 等をパッケージ化したものを勧める。
（以
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上）
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2.

国内外の ICT 技術を活用した道路橋の維持管理手法に関する事例収
集

2.1 ICT の定義
ICT（Information and Communication Technology）とは、情報処理および情報通信、つま
りコンピューターやネットワークに関連する諸分野における技術・産業・設備・サービスの総称
である。日本語では一般に「情報通信技術」と訳され、IT（情報技術）のほぼ同義語である。ICT
と IT との違いは表記の「C」の有無であるが、この「C」はコミュニケーション（Communication）
を意味することから、ICT は通信・伝達・交流といった要素を明示したものであると言える。
以上より、本研究における「ICT 技術を活用した道路橋の維持管理手法」というものは、コン
ピューター技術を活用した記録、計測、モニタリング等のデータを以降の維持管理作業に引き継
ぐものを対象とする。

2.2 国内外の詳細調査手法の整理
詳細調査の分類として、調査方法、調査目的、調査対象といった項目で整理するが、本研究に
おいては、ニーズ調査の結果より、
「何に対して、何を把握したいか」といったニーズを整理し、
適用可能な詳細調査を提案したいことから「調査対象」と「調査目的」を基準に分類を行うこと
とする。

図 2.1 詳細調査の分類

1

分類

点検

点検

点検

点検

点検

点検

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物
コンクリート構造物
鋼構造物

構造物全体

構造物全体

構造物全体

構造物全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

調査対象

鉄筋の腐食環境

鉄筋の腐食速度

鉄筋の腐食の可能性

鉄筋の位置・深さ

電気抵抗（ER）法

定電流パルス測定（GPM）

半電池電位差（HCP）

鉄筋探査器（RCレーダ等）

シュミットハンマー

2

○

○

○

鉄筋と鉄筋コンクリートの表面に置かれたポータブルな基準半電池（典型的な基準参照
電極は飽和硫酸銅電極である）の電位差により鉄筋腐食の可能性を測定する。
迅速に鉄筋の腐食を評価するための電気化学的試験法であり、微小電流のパルスを
使った鉄筋の分極減少を基礎として腐食速度を検出する。
主にコンクリートの腐食環境を特徴化することによってその腐食の受けやすさを表現する
ために使われる。

○

鉄筋のかぶり厚、配筋を非破壊で探査する。

コンクリートに打撃を与え、返ってきた衝撃により強度を推定する。

○

構造物を挟み込むようにセンサを配置して，多数かつ多方向の走査線間で透過弾性波
の特性値（伝播速度や減衰比など）を測定しそれらの情報を基にコンクリート内部の状況
を把握する。

コンクリート構造物内部のひび割
弾性波トモグラフィ
れや空隙などの位置や程度

圧縮強度

○

異常部の表面温度の違いにより欠陥位置を推定する。

漏水・遊離石灰、コンクリート補強
赤外線法（赤外線サーモグラフィカメラ）
材の損傷、うき

○

弾性波法に分類されるものであり、入力した弾性波をコニカル型広帯域変位振動子によ
り受信し、受信波の周波数解析結果からコンクリート内部の欠陥評価等を行う非破壊に
よる検査技術である。

○

○

○

○

○

コンクリート等のクラック幅を測定する。

超音波により共振を起こして膜厚を測定する。

入射された超音波が欠陥部から反射され検出（内部欠陥検出）する。

入射された超音波が欠陥部から反射され検出（内部欠陥検出）する。

磁化した材料に磁粉又は検査液をかけ部材表面又は表面付近の亀裂を検出（表面欠陥
検出）する。
表面の欠陥を、毛管現象及び知覚現象により拡大し検出（表面欠陥検出）する。

測定物に電流を与え表面及び表層部の欠陥を判別（表面欠陥検出）する。

超音波により部材の厚さを測定（内部欠陥検出）する。

橋梁部材に設置してひずみを計測（局所型センサ）する。

○

○

橋梁の傾斜を測定する。

○

橋梁の変位を測定する。

○

○

○

○

○

○

ICT技術

DDターゲットの活用により、水平方向のレーザ照射（毎秒最大500回の高速測定）で鉛直
方向のたわみを測定する。DDセンサの活用により、遠隔かつ非接触の測定が可能であ
る。

橋脚等に設置し振動を測定する。

高所や橋梁桁下など今まで目視では見えづらかった箇所の状況を確認することができ
る。
構造物を三次元計測し、そこにある損傷も含めて再現する。

点検結果を現場でタブレットPC等の端末を用いて入力し、記録内容のデジタル化および
作業の効率化を図る。
小型無人ヘリにより構造物を遠隔から点検する。

橋梁点検車、高所作業車、リフト車を用いることで、足場（仮設）を組めない場所（河川
上、海上）や立ち入りが困難な場所での橋梁へのアクセスし、近接目視を行う。
橋面上からカメラを遠隔操作による近接目視にて、損傷状況を把握する。

調査概要

コンクリートを打撃し弾性波をセンサ観測しコンクリート表面、内部の状況を把握する。

インパクトエコー法

ひびわれ幅測定器

膜厚測定

超音波探傷試験（UT)

超音波探傷試験（UT)

浸透探傷試験（PT）

磁粉探傷試験（MT）

過流探傷試験（ET）

超音波板厚計による板厚計測

ひずみゲージ

傾斜計

DDシステム

変位計

加速度センサ

長距離型3Dレーザを用いた計測

ポール型点検ロボット(giraffe)を用いた橋梁点検

携帯情報端末システム（タブレットPC等）を用いた橋
梁点検
小型無人ヘリ（SPIDER）を用いた橋梁点検

簡易橋梁点検機（カメラ）を用いた橋梁点検

橋梁点検車・高所作業車・リフト車を用いた橋梁点検

調査名称

コンクリート厚さ、圧縮強度の測定
及び内部欠陥の有無、ひびわれ 衝撃弾性波試験
深さ・剥離

内部欠陥

ひびわれ

防食機能の劣化

ゆるみ・脱落

亀裂

亀裂

亀裂

亀裂

腐食

ひずみ

傾斜

変位

変位

振動

全般

全般

全般

全般

全般

全般

調査目的

表 2.1 国内外の詳細調査手法の整理（その１）

隣接した埋設物の判断が困難
な場合あり

比較的やや低い

温度計測の時間帯の設定に注
意が必要

使用実績が豊富
測定が容易
人的誤差を解消

測定に熟練を要する
塗膜が厚いと精度が悪い

欠陥以外の材料的因子の影響
を受ける、測定に熟練を要する
測定方法が容易
亀裂深さ検出は不可能
表面の亀裂のみ検出

塗膜が厚いと精度が悪い

高精度、安価

機器そのものは安価（モニタリ
ングシステムに依存）

機器そのものは安価（モニタリ
ングシステムに依存）

システム開発費やライセンス費
が必要

カメラの精度に依存

高価・大掛かり

優位点・課題点

分類

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

詳細調査

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

番号

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

橋全体

舗装

舗装

舗装

舗装

舗装

舗装

舗装

コンクリート構造物

調査対象

スケルカ

車両牽引型橋梁床版スキャナー（Bridge Deck
Scanner）

MEMS（微小電気機械システム）センサー

光ファイバーセンサー（SOFO）

加速度センサ

加速度センサ

自立型無線センサーノード

自立電源のワイヤレス橋梁モニタリングシステム

変位

変位

変位

振動、加速度等

車両位置、通過把握、重量等

○

表面付近の材料特性（弾性係数）の評価に使われるスペクトル波（SASW）法からの派生
技術である。スペクトル表面波（SASW）は、表面波の分散特性を利用する。

橋梁モニタリングシステムの適用性検討

3

○

○

差動トランス型変位系（6箇所）、ロードセル（10箇所）、取付け型ひずみ計（11箇所）を設
置し、それぞれ主桁スパン中央のたわみ、外ケーブルの軸力、昼間支柱の支承の反力を
計測した。計測値が所定の監視基準を超えた際には、通行止め・調査等の対応を講じる
こととした。

各橋梁に歪みゲージ、変位計、光系センサ、温度計を設置。これらの計測装置を光ファイ
バー通信網に接続し、計測値を管理センターに送信する。地震時には被害状況の即時把
握（通行可否判断）を行い、通常時には車両重量計測（Weight-In-Motion）により橋梁に
作用する自動車荷重や部材の応答等、疲労損傷に関するデータを取得する。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Jindo橋のワイヤレススマートセンサーネットワークによるモニタリングである。

インフラ劣化防止のためのコンピューターネットワークによる無線監視システムである。

ビンセント・トーマス橋の加速度計による振動特性を把握する。

新 I-35W橋（St Anthony Falls Bridge）のヘルスモニタリングシステムである。

アラスカ・アンカレッジ港アクセス道路における加速度センサーを使った地震応答による健
全度を評価する。
加速度計による世界最大の幅員（10レーン）を有するニューポートマン橋の耐震健全度評
価のためのモニタリングである。
光ファイバーセンサー（SOFO）を利用したヴェニス港の斜張橋ひずみと変位のモニタリン
グである。
MEMS（微小電気機械システム）センサーによる、高速道路構造物のモニタリングシステ
ムである。

自立型無線センサーノードを用いた橋梁モニタリングである。

自立電源のワイヤレス橋梁モニタリングシステムである。

○

○

○

○

○

○

迅速な非破壊検査法で、電磁波を使って構造内部の物体の場所を特定し、内部特性の
コンター図（鉄筋、ワイヤメッシュ、構造物の不連続面）を描くことができる。

車両牽引型橋梁床版スキャナー（Bridge Deck Scanner）を用いた床版の健全度を評価
する。
道路等の表面下の空洞を高解像度地中レーダを搭載した探査車(SKELE-CAR)で調査す
る。
車両に搭載した赤外線カメラの走行映像とGPSを利用して舗装の亀裂や内部の損傷、舗
装下の漏水箇所を一覧できる「損傷マップ」を作成する。
地盤面に設置した載荷板に重錘を落下させ、重錘により励起される変形を計測すること
で、現道を開削することなく舗装や目地部の健全度を評価する。
センサーネットワークを利用した橋梁健全度モニタリングである。

○

○

ICT技術

地震波あるいは応力波をもとにした方法で、コンクリート中の欠陥、主に剥離を検出する。

画像処理によりひび割れを自動検出する。

調査概要

平成19年から10年間モニタリングを行う。上部工に設置した計測機器により連続計測を
補修・補強を行ったコンクリート橋の長期モニタリング 行い、事前に設定した閾値を超過した場合は、自動警報システムにより道路管理者およ
び関係者に連絡を行う。

塩害コンクリート橋の架け替えまでの変位監視

スマートセンサー

コンピューターネットワークによる無線監視システム

動態把握（加速度、ひずみ、腐食、
ヘルスモニタリングシステム
湿度、温度等）
動態把握（振動等）
加速度センサ

振動（固有振動数）

動態把握（振動等）

振動

凍結時の固有振動数

（動態把握）

ひずみ、加速度

舗装の亀裂や内部の損傷、舗装
赤外線計測専用車両による舗装の点検システム
下の漏水箇所
舗装のたわみ量、路床のＣＢＲ、
FWD(Falling Weight Deflect meter)システム
舗装の健全度を示す弾性係数
ひずみ、温度差
センサーネットワーク

コンクリートのクラック、剥離

はく離、内部クラック、床版厚さ

調査名称
カメラ/画像処理システム

コンクリートの剥離、鉛直クラック、
インパクトエコー（IE）
ダクト・空隙の検出
床版厚さの評価、被り厚さや鉄筋
配置の測定、剥離の可能性に関
する特性、コンクリートの劣化に関
地中レーダー（GPR）
する特性、コンクリートの腐食環境
の状態、コンクリート特性値の推
定
橋梁床版やほかの部材の表面に
発生した垂直クラックの深さ、橋梁 超音波表面波（USW）
床版の剥離

ひびわれ

調査目的

表 2.2 国内外の詳細調査手法の整理（その２）
評価にばらつきが生じる場合あ
り

優位点・課題点

分類

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

モニタリング

番号

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

舗装

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

コンクリート構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物

鋼構造物

構造物全体

構造物全体

橋全体

橋全体

橋全体

調査対象

Bridge Scour Monitoring

本四連絡橋の動態把握システム

形状

変位

変位

変形、微小クラック

ひびわれ

ひびわれ

ひびわれ

その他（熱・光等）

電気

変位

変位

亀裂

○

○
○

疲労亀裂が想定される箇所や目視点検で発生した疲労亀裂箇所について、破断検知線
と無線ICタグを設置し、遠隔監視を行う技術である。監視結果はPDA等でデータを受信
し、疲労亀裂の進展を監視する。また、点検記録・履歴データをパソコンで閲覧・管理す
る。
鋼管杭の表面にセンサ（面積既知の鋼材試験片、照合電極等）を設置し、海底土中部の
防食状態についてモニタリモングを行う。
オパール塗膜の構造色が変化する新材料の検討を行い、金属の変形による歪みを色変
化として可視化でき、さらに、変形量を分光器で簡便に測定できる新技術である。

○

車両に複数のカメラ・センサを搭載し、前方・側方映像を立体的に把握・撮影する。位置座
標、路面性状（ひびわモニタリング技術活用イメージれ、わだち掘れ）、道路施設、道路映
像など多彩な情報を計測する道路現況計測システムである。

カメラ・センサを搭載した車両による道路現況計測シ
ステム

4

○

○

○

○

光ファイバによるひずみ把握

交通供用下でのAE法の適用を試み、最小荷重付近のAE信号を検出することで、最終破
壊の進行をモニターできる。
長時間連続モニタリングが可能な光ファイバセンサをRC床版に適用し、各種データを収集
できる。

ロボットを利用して道路橋床版のひび割れをモニタリングする。

○

○

○

破断検知線（２本の平行銅線で構成）を主桁の疲労想定箇所に、一筆書きの要領で貼り
付け、あわせて破断検出器を設置し、破断した際にはその情報をメールで管理者に自動
通報するよう、システムを設計する。

構造物の変形やひずみの変化、ひび割れ・継目開口等の進展を計測し、健全性をモニタ
リングする。
ロボットを利用して道路橋床版のひび割れをモニタリングする。

○

検査対象箇所に取り付けた測定端子（ピン）間の電位差を測定することにより，き裂，腐
食等の損傷を特定する技術である

○

本線の交通流を妨げることなく、橋梁上を通行する車両の軸重等を計測するために開発
された計測システムである。BWIMでは、橋梁部材（支点部の垂直スティフナー、主桁下フ
ランジ、床版など）にひずみゲージを設置して、車両通行時に発生するひずみ応答を解析
することで荷重計測を行う。

赤外線が光ファイバの曲がり部において漏洩し、通過する赤外線の強度が変化するマイ
クロベンディングの原理を利用して、構造物の相対変位を光ファイバセンサーにより計測
する。リンクケーブル（最大8km）を経てサイトボックスでモニタリングし、電話回線・光回線
を使って事務所等に通知する。

光ファイバーセンサー

AE法

U-BIROS（Ubiquitous-Bridge Inspection Robot
System）

ROCIM（A Robotic Crack Insoection and Mapping）

FBG光ファイバセンシングシステム

ひずみ可視化シートによる構造部材劣化検知

電気防食化した桟橋鋼管杭部の腐食状況把握

亀裂発生箇所のセンサによる状況監視

破断検知線を用いた鋼橋の疲労損傷モニタリング

電場指紋照合法（FSM）を用いた疲労き裂モニタリン
グ

○

センサーを利用した洗掘のモニタリングである。

○

明石海峡大橋、大鳴門橋、瀬戸大橋、多々羅大橋、大三島橋等を対象として、地震計、
加速度計、変位計を設置して挙動特性を把握する。また、明石海峡大橋は世界最大の吊
橋であるという特性から、さらにセンサを設置して観測を行う。また多々羅大橋は斜張橋
ケーブルの風による振動、および振動対策の効果確認を行う。

東京港臨港道路の橋梁動態把握

○

ICT技術

橋梁に変位計、加速度計、ひずみ計、風向風速計、雨量計、地震計を設置し、日常監視
し異常時の判断をする。また予防保全管理のため、計測データをデータベースへ蓄積・保
存する。

調査概要
○

調査名称
第1径間8ブロックを対象に、亀裂変位計（12箇所）や水管式沈下計（2箇所）を設置し、妙
亀裂変位計および水管式沈下計による損傷橋梁のモ 高大橋のたわみ量や目地の開きを監視する。変位の値によって、「注意レベル」、「警戒
レベル」、「限界レベル」の基準値（案）を設定し、亀裂変位計や水管式沈下計で異常値を
ニタリング
検知した場合は、自動で携帯電話にメールで通報される。

車両総重量、軸重、速度、車種、
Weigh in Motion
温度、空洞

洗掘

変位

変位

変位

調査目的

表 2.3 国内外の詳細調査手法の整理（その３）
優位点・課題点

No.

1

分類

点検

調査対象

橋全体

変状、損傷種別

全般

調査名称

橋梁点検車・高所作業車・リフト車を用いた橋梁点検

調査概要

橋梁点検車、高所作業車、リフト車を用いることで、足場（仮設）を組めない場
所（河川上、海上）や立ち入りが困難な場所での橋梁へのアクセスし、近接目視
を行う。

特徴／課題



点検箇所へのアクセスが困難な場所での適用が可能である



点検費用が高価であり、大掛かりである

道路・橋梁維持管理に関する情報収集・確認調査 最終報告書 平成 25 年 1 月

出典

独立行政法人国際協力機構（JICA）、株式会社三菱総合研究所
No.

2

分類

点検

調査対象

橋全体

変状、損傷種別

全般

調査名称

簡易橋梁点検機（カメラ）を用いた橋梁点検

調査概要

カメラを搭載したシステムであり、橋面上からカメラを遠隔操作し、カメラによ
り撮影した映像を目視により確認し、損傷を発見する。大型な機材を用いること
なく小規模での点検を実施することができ、点検作業の安全性を確保することが
できる。

特徴／課題

出典



点検箇所へのアクセスが困難な場所での適用が可能である



測定精度はカメラの精度に依存する

道路・橋梁維持管理に関する情報収集・確認調査 最終報告書 平成 25 年 1 月
独立行政法人国際協力機構（JICA）、株式会社三菱総合研究所

5

No.

3

分類

点検

調査対象

橋全体

変状、損傷種別

全般

調査名称

携帯情報端末システム（タブレット PC 等）を用いた橋梁点検

調査概要

携帯情報端末システムは、タブレット PC 等を用いて、点検現場で点検結果を入
力するシステムである。携帯端末に入力した点検結果は、別自動的なデータ整理
を可能とし、大幅な点検作業の効率化を図ることが可能となる。また、タブレッ
ト PC を用いて当該橋梁部材の過去の点検や補修の履歴情報等を参照することも
できる。

特徴／課題



点検の効率化が図れる



システム開発費やライセンス費が必要

道路・橋梁維持管理に関する情報収集・確認調査 最終報告書 平成 25 年 1 月

出典

独立行政法人国際協力機構（JICA）、株式会社三菱総合研究所
No.

4

分類

点検

調査対象

橋全体

変状、損傷種別

全般

調査名称

小型無人ヘリ（SPIDER）を用いた橋梁点検

調査概要

高性能無人ヘリロボットにデジタルカメラを搭載し、橋梁などの構造物を対象と
して撮影を行い、撮影画像を画像処理することにより構造物の健全度診断を行う
ことができる。

特徴／課題

出典



遠隔操作での調査のため、足場や交通規制の必要がない



落下する可能性がないとは言い切れないため都市部での使用は難しい

ルーチェサーチ株式会社 HP

6

No.

5

分類

点検

調査対象

橋全体

変状、損傷種別

全般

調査名称

ポール型点検ロボット(giraffe)を用いた橋梁点検

調査概要

伸縮可能なポールの先端に自動姿勢制御機能付きカメラを装着し、高所や狭隘な
箇所を確認することができる。また、手元でモニターを見ながらカメラの遠隔操
作を行うことができる。

特徴／課題

高所でも梯子や高所作業車を使用することなく対象箇所の確認が可能



リアルタイムの画像を見ながら容易に対象箇所の確認や撮影が可能

ルーチェサーチ株式会社 HP

出典
No.



6

分類

点検

調査対象

橋全体

変状、損傷種別

全般

調査名称

長距離型 3D レーザを用いた計測

調査概要

3D レーザスキャナは、安全かつ迅速に対象物の 3 次元座標データを取得するこ
とができる機器である。構造物を三次元計測し、そこにある損傷も含めて再現す
る。

特徴／課題



長距離型レーザスキャナなので、人の立ち入りが困難な現場での計測が可能



1 秒間に 2000 点のポイントデータが取得可能であり高速・短時間計測での
計測が可能

出典

株式会社計測リサーチコンサルタント HP

7

No.

7

分類

詳細調査

調査対象

構造物全体

変状、損傷種別

振動

調査名称

加速度センサ

調査概要

構造物などに加わる加速度や振動を検出し電気的に変換する。適切な信号処理を
行うことによって、傾きや動き、振動や衝撃といったさまざまな情報を得ること
ができる。

特徴／課題



出典

株式会社 東京測器研究所 HP

No.

8

機器そのものは安価である

分類

詳細調査

調査対象

構造物全体

変状、損傷種別

変位

調査名称

変位計

調査概要

構造物の変形量や移動量の測定、コンクリートに生じた亀裂の進行による開口変
位測定など広い分野で活用されている。

特徴／課題



出典

株式会社 東京測器研究所 HP

用途や必要精度、使用環境に応じて、最適な機器を選定する必要がある

8

No.

9

分類

詳細調査

調査対象

構造物全体

変状、損傷種別

変位

調査名称

DD システム

調査概要

橋梁のたわみを連続的に測定する技術である。DD センサの活用により、遠隔か
つ非接触の測定が可能であり、毎秒最大 500 回の高速測定により、固有周期測定
の為のデータ収集が可能である。

特徴／課題



レーザ照射直角方向の測定が可能になった



最大 500 回/秒の高速測定が可能な DD センサと DD ターゲットの組み合わ
せにより、遠隔・非接触による橋梁の連続的たわみ測定が可能になった

NETIS （登録 No. KK-080035-VR）

出典
No.

10

分類

変状、損傷種別

傾斜

調査名称

傾斜計

調査概要

高精度傾斜計を実橋載荷試験時に複数設置することにより、載荷に伴うたわみ角

詳細調査

調査対象

構造物全体

を計測することができる。そのデータを用いて、主桁挙動の把握・たわみ量の算
出・支承回転機能の評価が解析可能となる。

特徴／課題



出典

地熱エンジニアリング株式会社

機器そのものは安価である

9

HP

No.

11

分類

詳細調査

調査対象

鋼構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物

変状、損傷種別

ひずみ

調査名称

ひずみゲージ

調査概要

ひずみが生じる測定対象物に電気絶縁物を介して接着しておけば、測定対象物の
伸縮に比例して金属（抵抗体）が伸縮し抵抗値が変化する。ひずみゲージ（電気
抵抗式）はこの抵抗変化によりひずみを測定するセンサである。

特徴／課題

構造が簡単で質量、容積が小さく測定対象物の応力状態を乱さない



多点の同時測定、遠隔測定ができる



温度、ひずみ量、疲労、環境などに対して一定の使用限界がある

株式会社 東京測器研究所 HP

出典
No.



12

分類

変状、損傷種別

腐食

調査名称

超音波板厚計による板厚計測

調査概要

測定物の片面にセンサーを当てるだけで、板厚を測定する。ランスデューサー(プ

詳細調査

調査対象

鋼構造物

ローブ、探触子)と呼ばれるセンサーから発信した超音波が、測定物の反対面に反
射し戻ってくる時間(伝播時間)をもとに、厚さを算出する。

特徴／課題

出典



測定が容易で、使用実績も多い



塗膜が厚いと精度が悪くなる

ダコタ・ジャパン株式会社 HP

10

No.

13

分類

変状、損傷種別

亀裂

調査名称

過流探傷試験（ET）

調査概要

高周波電流を流したコイルを試験体に近づけることによって試験体中に渦電流を

詳細調査

調査対象

鋼構造物

発生させ、その渦電流の変化によって表面及び表層部の欠陥を判別（表面欠陥検
出）する。

特徴／課題



前処理、後処理が不要である



傷を電気信号として検出するため周囲の明るさや観察する精度のばらつき
を軽減できる

出典
No.

日本エックス線検査株式会社

HP、日本マテック線検査株式会社 HP

14

分類

変状、損傷種別

亀裂

調査名称

磁粉探傷試験（MT）

調査概要

強磁性体の試験体に強い磁気を与えて試験体内部に強い磁力線を発生させ、きず

詳細調査

調査対象

鋼構造物

のあるところから漏洩する磁力線に磁粉を吸着させることで、きずの磁粉模様を
形成させ、部材表面又は表面付近の亀裂を検出（表面欠陥検出）する。

特徴／課題

出典



目に見えない表面または表面直下の傷、欠陥、亀裂を確認することが可能



欠陥深さはわからない

日本エックス線検査株式会社

HP

11

No.

15

分類

変状、損傷種別

亀裂

調査名称

浸透探傷試験（PT）

調査概要

表面に開口したきずに浸透液を浸透させ、その浸透した液によって浸透指示模様

詳細調査

調査対象

鋼構造物

を形成させてその形状や大きさから亀裂を検出（表面欠陥検出）する。

特徴／課題

出典
No.



一回の操作であらゆる方向の欠陥を検出できる。



指示模様から欠陥の幅、深さをもとめることは出来ない。
HP

日本エックス線検査株式会社
16

分類

変状、損傷種別

亀裂

調査名称

超音波探傷試験（UT)

調査概要

超音波を試験体中に伝搬させ、試験体が示す音響的性質を利用して、試験体内部

詳細調査

調査対象

鋼構造物

のきずを検出する方法である。

特徴／課題



超音波の進行方向に垂直な面状きずが検出しやすいが、球状きずの検出は不
得意である。

出典

神鋼検査サービス株式会社 HP

12

No.

17

分類

詳細調査

調査対象

鋼構造物

変状、損傷種別

ゆるみ・脱落

調査名称

超音波探傷試験（UT)

調査概要

垂直探触子から発信された超音波は、鋼材（高力ボルト）の内部をビーム状に直
進するとともに材質が変化する境界面では反射する性質がある。高力ボルトの軸
に亀裂などの傷がある場合，亀裂も鋼材／空気等の境界面と見なせるため超音波
は反射し、超音波波形にきずエコーが見られる。

特徴／課題



破断前のボルトの亀裂を検出でき、打音検査と比較して亀裂の検出性能が優
れている。

出典
No.

超音波による高力ボルトの遅れ破壊調査事例
18

分類

詳細調査

調査対象

鋼構造物

変状、損傷種別

防食機能の劣化

調査名称

膜厚測定

調査概要

超音波により共振を起こして膜厚を測定する。

特徴／課題



測定面が粗い場合には、測定することができない



発泡性の塗膜、異物を含む塗膜、超音波の減衰が大きい塗膜は測定する
ことができない

出典

ダコタ・ジャパン株式会社 HP

13

No.

19

分類

詳細調査

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

ひびわれ

調査名称

ひびわれ幅測定器

調査概要

ひびわれ幅測定器は、ハンディタイプの測定機材であり、コンクリート等に発生
したひびわれ幅を自動的に測定することができる機器である。

特徴／課題



目視による人的誤差を解消することができる



一般的名材料への適用範囲も高く、機材も安価である

道路・橋梁維持管理に関する情報収集・確認調査 最終報告書 平成 25 年 1 月

出典

独立行政法人国際協力機構（JICA）、株式会社三菱総合研究所
No.

20

分類

詳細調査

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

内部欠陥

調査名称

インパクトエコー法

調査概要

地震波あるいは応力波をもとにした方法で、入力した弾性波をコニカル型広帯域
変位振動子により受信し、受信波の周波数解析結果からコンクリートの中の欠陥、
主に剥離を検出するのに用いられる。

特徴／課題



床版の剥離の水平と垂直方向の位置と進行度を検出し評価する



高精度で剥離の境界を特定する場合は、密なグリッドによるデータ収集が必
要


出典

床版端部において、まれに境界効果を考慮しなければならない場合がある

海外維持管理に関する自主研究

14

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

No.

21

分類

詳細調査

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

コンクリート厚さ、圧縮強度の測定及び内部欠陥の有無、ひびわれ深さ・剥離

調査名称

衝撃弾性波試験

調査概要

インパクターによる打撃によって生じる弾性波をセンサーで観測し、弾性波の伝
搬速度、反射時間などを測定して、コンクリート表面、内部の状況を非破壊で検
査する技術である。

特徴／課題



センサーを測定面に軽く押しつけて、打撃するだけで測定可能である



圧縮強度、厚さ、欠陥探査など、多くの項目についての測定が可能あり、ま
た厚さ 100mm～2500mm に適用できるため深部までの探査が可能である

iTECS 技術協会

出典
No.

22

分類

HP

詳細調査

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

漏水・遊離石灰、コンクリート補強材の損傷、うき

調査名称

赤外線法（赤外線サーモグラフィカメラ）

調査概要

対象物から放射される赤外線を計測し、この放射を電気的信号に変換し、表面の
温度マップ作成のために処理することで、異常部の表面温度の違いにより欠陥位
置を推定する技術である。

特徴／課題

出典



コンクリート中の空隙と剥離の検出が可能



赤外線カメラの性能にもよるが、高速走行しながらデータ収集が可能



深い欠陥を検出するのは困難である

海外維持管理に関する自主研究

15

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

No.

23

分類

詳細調査

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

コンクリート構造物内部のひび割れや空隙などの位置や程度

調査名称

弾性波トモグラフィ

調査概要

構造物を挟み込むようにセンサを配置して，多数かつ多方向の走査線間で透過弾
性波の特性値を測定しそれらの情報を基にコンクリート内部の状況を把握する。

特徴／課題



出典

飛島建設株式会社 HP

No.

24

構造物の損傷程度を効率的に把握できる

分類

詳細調査

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

圧縮強度

調査名称

シュミットハンマー

調査概要

コンクリートに打撃を与え、返ってきた衝撃により強度を推定する方法である。
強度の高いコンクリートはその内部が密実であり、コンクリートの強度と硬度に
は相関性が見られる。この相関性からコンクリートの硬度を測定することにより
その強度を推定する手法である。

特徴／課題

出典



機器が計量であり、測定が簡便・容易である



硬度から強度を推定する方法であり、精度がやや低い。

株式会社建材サービスセンター

16

HP

No.

25

分類

詳細調査

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

鉄筋の位置・深さ

調査名称

鉄筋探査器（RC レーダ等）

調査概要

鉄筋のかぶり厚、配筋を非破壊で探査する。電磁誘導法によるものと電磁波レー
ダ法によるものが主流である。

特徴／課題



電磁誘導法はコンクリート表面の影響を受けないため、電磁波レーダ法と比
較して高い精度の測定を行うことができる



株式会社レックス HP

出典
No.

電磁レーダー法は電磁誘導法に比べて深いかぶり厚が測定可能

26

分類

詳細調査

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

鉄筋の腐食の可能性

調査名称

半電池電位差（HCP）

調査概要

鉄筋と鉄筋コンクリートの表面に置かれたポータブルな基準半電池（典型的な基
準参照電極は飽和硫酸銅電極である）の電位差により鉄筋腐食の可能性を測定す
る技術である。

特徴／課題



コンクリート床版の鉄筋腐食の評価における実用段階の技術として、十分に
確立され広く使われている


出典

コンクリートの被り深さに関して完全に研究されているとはいえない

海外維持管理に関する自主研究

17

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

No.

27

分類

詳細調査

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

定電流パルス測定（GPM）

調査名称

簡易橋梁点検機（カメラ）を用いた橋梁点検

調査概要

迅速に鉄筋の腐食を評価するための電気化学的試験法であり、微少電流のパルス
を使った鉄筋の分極現象を基礎として腐食速度を検出する技術である。

特徴／課題



鉄筋コンクリート中の鉄筋の腐食速度を検出できる



測定前に測定範囲を湿潤状態に保つことが不可欠である



電腐食が活発な場所とそうでない場所の間に、電気信号の影響に関して違い
があるため、見かけの分極抵抗を直接計測しても、良好な結果は得られない

出典
No.

海外維持管理に関する自主研究
28

分類

詳細調査

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

鉄筋の腐食環境

調査名称

電気抵抗（ER）法

調査概要

コンクリートの腐食環境を特徴化することによって、その腐食の受けやすさを表
現するために使われる。

特徴／課題



腐食環境を特徴化することで、腐食の受けやすさを評価できる



どの部分が塩分の浸透に対して脆弱か明らかにするためにも有効である



データ処理は複雑ではないが、電気抵抗は多くの物質の特性値に影響される
ため解釈は簡単ではない

出典

海外維持管理に関する自主研究

18

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

No.

29

分類

詳細調査

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

ひびわれ

調査名称

カメラ/画像処理システム

調査概要

撮影したデジタル画像からコンクリートのひび割れを自動的に高精度で検出し、
ひび割れ長さや幅を定量的に評価する画像解析システムである。

特徴／課題

出典
No.



目視による点検よりも定量的で再現性の高いデータが得られる



高所や障害物がある場所など遠方からの撮影画像でもひび割れ検出が可能

コンクリート構造物のひび割れ画像解析技術
30

分類

詳細調査

大成建設株式会社

調査対象

舗装

変状、損傷種別

コンクリートの剥離、鉛直クラック、ダクト・空隙の検出

調査名称

インパクトエコー（IE）

調査概要

打撃により弾性波を入力し、受信波の周波数解析結果から舗装の不連続面を検出
するための調査技術である。

特徴／課題



データ分析用のリアルタイムソフトウェアが利用可能である



劣化の進行度を示すことに限界があり、また最上位の不連続面以下の舗装の
条件を調査することはできない


出典

試験速度が 8km/h までで、交通規制を伴う

海外維持管理に関する自主研究

19

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

No.

31

変状、損傷種別

分類
詳細調査
調査対象
舗装
床版厚さの評価、被り厚さや鉄筋配置の測定、剥離の可能性に関する特性、コン
クリートの劣化に関する特性、コンクリートの腐食環境の状態、コンクリート特
性値の推定

調査名称

地中レーダー（GPR）

調査概要

電磁エネルギーを発信し、舗装層からの反射を受信する。パルスが剥離の境界で
反射された際に現れるレーダープロファイルか、剥離によって変化するパルスの
伝播特性によって舗装の層間剥離を検知する技術である。

特徴／課題



レーン幅全体を中程度の速度で調査が可能な唯一の非破壊検査法である



解析ソフトの使用には、相当な経験を積んだ技術者が必要



アスファルト層の付着破壊部分の検出は、水分が存在する場合を除いて不可
能である

出典
No.

海外維持管理に関する自主研究
32

分類

詳細調査

平成 26 年 5 月
調査対象

株式会社建設技術研究所
舗装

変状、損傷種別

橋梁床版やほかの部材の表面に発生した垂直クラックの深さ、橋梁床版の剥離

調査名称

超音波表面波（USW）

調査概要

表面付近の材料特性（弾性係数）の評価に使われるスペクトル表面波（SASW）
法からの派生技術である。スペクトル表面波（SASW）は、表面波の分散特性を
利用する。

特徴／課題



アルカリ骨材反応等で損傷した材料の健全度評価に用いることができる



床版や他部材の表面に発生した垂直クラックの深さを調べることができる



付着破壊や剥離のような変状部分では、信頼できる弾性係数を求めることが
できない

出典

海外維持管理に関する自主研究

20

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

No.

33

分類

詳細調査

調査対象

舗装

変状、損傷種別

はく離、内部クラック、床版厚さ

調査名称

車両牽引型橋梁床版スキャナー（Bridge Deck Scanner）

調査概要

橋梁床版の上部・下部表面の剥離、内部クラック、垂直クラック深さ、床版厚さ、
コンクリート品質/健全性に関する情報を得ることができる床版スキャナーであ
る。

特徴／課題



インパクトエコー（IE）、表面波スペクトル分析（SASW）
、自動サウンディ
ング（AS）を含み、全てを同じに行える


出典
No.

低速での利用となるため、通行規制が必要

海外維持管理に関する自主研究
34

分類

詳細調査

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

調査対象

舗装

変状、損傷種別

コンクリートのクラック、剥離

調査名称

スケルカ

調査概要

道路等の表面下の空洞を高解像度地中レーダを搭載した探査車(SKELE-CAR)で
調査する技術である。高精度マイクロ波により、1 回の走行で空洞箇所の広がり、
発生深度を推定することが可能である。

特徴／課題



最高時速 60ｋｍで調査可能であり、交通規制が不要である



レーダデータと位置情報(GPS データ、路面映像データ、3 方向映像データ)
がリンクしており、データの再現が容易である

出典

ジオ・サーチ株式会社 HP

21

No.

35

分類

詳細調査

調査対象

舗装

変状、損傷種別

舗装の亀裂や内部の損傷、舗装下の漏水箇所

調査名称

赤外線計測専用車両による舗装の点検システム

調査概要

車両に搭載した赤外線カメラの走行映像は GPS による走行ルートの座標情報を
連動しており、赤外線による熱変状を把握することで、損傷の可能性がある箇所
を一覧できる「損傷マップ」を作成することができる。

特徴／課題



出典

阪神高速技術株式会社 テクニカルガイド

No.

36

分類

撮影しながら高速走行が可能である

詳細調査

調査対象

舗装

変状、損傷種別

舗装のたわみ量、路床のＣＢＲ、舗装の健全度を示す弾性係数

調査名称

FWD(Falling Weight Deflect meter)システム

調査概要

FWD は剛性を短時間に非破壊で測定する動的載荷試験装置である。地盤面に設
置した載荷板に重錘を落下させ、重錘により励起される変形を計測し解析するこ
とで舗装全体および各層の健全度を評価することができる。

特徴／課題

出典



現道を開削することなく調査が可能である



測定は数秒程度で完了するため車線規制時間の短縮が可能になる

構造モニタリングに関する講習会資料 一般財団応神災害科学研究所

橋梁ヘル

スモニタリング協会、NPO 法人関西橋梁維持管理－大学コンソーシアム

22

No.

37

分類

モニタリング

調査対象

橋全体

変状、損傷種別

ひずみ、温度差

調査名称

センサーネットワーク

調査概要

センサーネットワークを利用した橋梁健全度モニタリングである。184 台のセン
サーは 4 グループ（縦断方向の応力、横断方向の応力、パネル間のジョイントの
応力、南北のパネル間で場所打ち部分の両側の応力）に分類され、橋梁性能の監
視に使用されている。

特徴／課題

出典
No.



継続的にひずみと温度データを遠隔地から収集することができる



計測結果を健全度に係る評価を行うための判断指標の確立が課題である

海外維持管理に関する自主研究
38

分類

モニタリング

平成 26 年 5 月
調査対象

株式会社建設技術研究所
橋全体

変状、損傷種別

ひずみ、加速度

調査名称

自立電源のワイヤレス橋梁モニタリングシステム

調査概要

自立電源のワイヤレス橋梁モニタリングシステムである。センサーの値は自動的
に転送され、設定された閾値を超えた場合には、担当者に e-mail が送信される警
告システムを備えている。

特徴／課題

出典



自立電源により交換なく長期間無線センサーネットを運用できる



センサーを数年程度で交換する必要がある

海外維持管理に関する自主研究

23

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

No.

39

分類

モニタリング

調査対象

橋全体

変状、損傷種別

（動態把握）

調査名称

自立型無線センサーノード

調査概要

自立型無線センサーノードを用いた橋梁モニタリングである。センサーノードは
4 層からなる。最初の層がセンサーで、橋梁モニタリングに必要なひずみ、傾斜、
加速度、変形、亀裂、温度を計測する。

特徴／課題

出典
No.



有線のセンサー敷設と比較してコストを抑えられる



少なくとも 20 年連続利用が可能である

海外維持管理に関する自主研究
40

分類

モニタリング

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

調査対象

橋全体

変状、損傷種別

凍結時の固有振動数

調査名称

加速度センサ

調査概要

アラスカ・アンカレッジ港アクセス道路における加速度センサーを使った地震応
答による健全度を評価する。また、冬期の基礎地盤の凍結による固有振動数への
影響を評価した。

特徴／課題



出典

海外維持管理に関する自主研究

さらに詳しい解析方法と設計方法の確立が必要

24

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

No.

41

分類

変状、損傷種別

振動

調査名称

加速度センサ

調査概要

加速度計による世界最大の幅員（10 レーン）を有するニューポートマン橋の耐震

モニタリング

調査対象

橋全体

健全度評価のためのモニタリングである。データの高速処理が可能で、構造物に
与える危険性を素早く設置することに利用できる。

特徴／課題



耐震性評価、健全度評価などに対して包括的に活用できるシステムであり、
意思決定ツールとして有効である


出典
No.

アプローチが困難な箇所の動態把握が可能である

海外維持管理に関する自主研究
42

分類

モニタリング

平成 26 年 5 月
調査対象

株式会社建設技術研究所
橋全体

変状、損傷種別

動態把握（振動等）

調査名称

光ファイバーセンサー（SOFO）

調査概要

光ファイバーセンサー（SOFO）を利用したヴェニス港の斜張橋ひずみと変位の
モニタリングである。SOFO センサーは、ゲージ長が長い、コンクリートに埋込
みができる、高精度である、長寿命である、長期に安定であるなどの特長があり、
大型構造物の健全度モニタリングに摘要されている。

特徴／課題



建設中に設置することで、モニタリングと解析モデリングの妥当性を確認
し、供用時の健全度評価につなげることができる


出典

計測の際に、電磁波、振動、湿度などの影響を受けない

海外維持管理に関する自主研究

25

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

No.

43

分類

モニタリング

調査対象

橋全体

変状、損傷種別

振動（固有振動数）

調査名称

MEMS（微小電気機械システム）センサー

調査概要

MEMS（微小電気機械システム）センサーによる、高速道路構造物のモニタリン
グシステムである。構造物にセンサーを設置し、応答波形から構造性能を診断す
るものである。

特徴／課題

出典



遠隔で連続的にリアルタイムのモニタリングが可能になる



現時点では研究段階である

海外維持管理に関する自主研究

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

国交省 第 2 回社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会資料「セン
サ技術の現状と課題」
No.

44

分類

モニタリング

調査対象

橋全体

変状、損傷種別

動態把握（加速度、ひずみ、腐食、湿度、温度等）

調査名称

ヘルスモニタリングシステム

調査概要

新

I-35W 橋（St Anthony Falls Bridge）のヘルスモニタリングシステムである。

橋梁性能や経年劣化に関連する多様な指標を計測するための多くのセンサーを設
置しており、施工時からモニタリングを実施している。

特徴／課題



多様なセンサーの利用による橋梁の挙動把握が可能となる



計測結果のリアルタイム情報や事前に定義した警告レベルの応じてカラー
で表示が可能

出典

海外維持管理に関する自主研究

26

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

No.

45

分類

モニタリング

調査対象

橋全体

変状、損傷種別

動態把握（振動等）

調査名称

加速度センサ

調査概要

ビンセント・トーマス橋の加速度計による振動特性を把握する。過去の地震も観
測されており、それらの構造物への応答特性をベースに各種のモデルが構築され
ている。また、26 個の加速度センサーが常設され、長期のヘルスモニタリングに
利用されている。

特徴／課題



長期に渡るデータ蓄積がされており、振動等に対する挙動については観測さ
れている


出典
No.

劣化予測の実現が今後の課題である

海外維持管理に関する自主研究
46

分類

モニタリング

平成 26 年 5 月
調査対象

株式会社建設技術研究所
橋全体

変状、損傷種別

車両位置、通過把握、重量等

調査名称

コンピューターネットワークによる無線監視システム

調査概要

インフラ劣化防止のためのコンピューターネットワークによる無線監視システム
である。スマート材料（材料自体が外部刺激の検出や劣化診断などのセンサー機
能や自己修復機能などを持つ機能性材料）を部品に使ったセンサーを利用してい
る。

特徴／課題



出典

海外維持管理に関する自主研究

環境発電等について考慮がなされるなど先端技術が利用されている

27

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

No.

47

分類

モニタリング

調査対象

橋全体

変状、損傷種別

振動、加速度等

調査名称

スマートセンサー

調査概要

Jindo 橋のワイヤレススマートセンサーネットワークによるモニタリングであ
る。センサーは床版とケーブルに設置し、すべてのセンサーは太陽発電により給
電されている。

特徴／課題

出典
No.



橋梁全体に多様なセンサーを配置することで、橋梁全体の挙動把握が可能



ソーラー発電を用いており電池交換等の作業が不要で長期観測に適する

海外維持管理に関する自主研究

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

48

分類

変状、損傷種別

変位

調査名称

塩害コンクリート橋の架け替えまでの変位監視

調査概要

塩害劣化により架け替え予定であった暮坪陸橋について、差動トランス型変位計、

モニタリング

調査対象

橋全体

ロードセル、取付け型ひずみ計を設置し、それぞれ主桁スパン中央のたわみ、外
ケーブルの軸力、昼間支柱の支承の反力を計測した。

特徴／課題



出典

社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会（第 1 回）

道路管理者が通行の可否を判断する材料として活用ができる

参考資料-3 社会インフラにおけるモニタリング技術の活用に向けた取組事例
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No.

49

分類

変状、損傷種別

変位

調査名称

補修・補強を行ったコンクリート橋の長期モニタリング

調査概要

垂井高架橋について、補修・補強対策の効果持続性を監視するため、モニタリン

モニタリング

調査対象

橋全体

グを行った。上部工に設置した計測機器により連続計測を行い、事前に設定した
閾値を超過した場合は、自動警報システムにより関係者に連絡を行う。

特徴／課題



出典

社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会（第 1 回）

道路管理者が通行の可否を判断する材料として活用ができる

参考資料-3 社会インフラにおけるモニタリング技術の活用に向けた取組事例
No.

50

分類

変状、損傷種別

変位

調査名称

橋梁モニタリングシステムの適用性検討

調査概要

各橋梁に歪みゲージ、変位計、光系センサ、温度計を設置した。これらの計測装

モニタリング

調査対象

橋全体

置を光ファイバー通信網に接続し、計測値を管理センターに送信する。地震時に
は被害状況の即時把握（通行可否判断）を行い、通常時には車両重量計測により
橋梁に作用する自動車荷重や部材の応答等、疲労損傷に関するデータを取得した。

特徴／課題



橋梁に作用する自動車荷重等の基礎的なデータを取得可能



個別橋梁の劣化状況把握など、管理業務において計測データをどの様に用い
るべきかについては、計測期間中の損傷状況との比較も含め、検討が必要。

出典

社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会（第 1 回）
参考資料-3 社会インフラにおけるモニタリング技術の活用に向けた取組事例
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No.

51

分類

変状、損傷種別

変位

調査名称

亀裂変位計および水管式沈下計による損傷橋梁のモニタリング

調査概要

妙高大橋について橋梁の異常を早期に発見するため、亀裂変位計や水管式沈下計

モニタリング

調査対象

橋全体

を用いて、たわみ量や目地の開きを監視している。変位の値によって、基準値（案）
を設定し、異常値を検知した場合は、自動で携帯電話にメールで通報される。

特徴／課題



亀裂変位計および水管式沈下計を設置することで、橋梁の異常を検知するこ
とが可能



劣化の進行把握および交通規制実施の判断材料となるデータを取得可能

社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会（第 1 回）

出典

参考資料-3 社会インフラにおけるモニタリング技術の活用に向けた取組事例
No.

52

分類

変状、損傷種別

変位

調査名称

東京港臨港道路の橋梁動態把握

調査概要

東京ゲートブリッジの主橋梁の維持管理計画のため、橋梁に変位計、加速度計、

モニタリング

調査対象

橋全体

ひずみ計、風向風速計、雨量計、地震計を設置し、日常監視し異常時の判断をす
る。また予防保全管理のため、計測データをデータベースへ蓄積・保存する。

特徴／課題



モニタリングシステムの活用を継続的に実施し、収集データからの情報を適
切に判断する必要がある

出典

社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会（第 1 回）
参考資料-3 社会インフラにおけるモニタリング技術の活用に向けた取組事例
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No.

53

分類

変状、損傷種別

変位

調査名称

本四連絡橋の動態把握システム

調査概要

本州四国連絡橋は、日本を代表する長大橋梁群であり、暴風時及び地震時の橋体

モニタリング

調査対象

橋全体

の挙動に、不明確な部分が多く存在していた。設計時に仮定した設計条件の妥当
性検証と、長大橋梁の合理的設計への反映を目的として、供用当初より地震計、
加速時計、変位計を設置して挙動特性を把握している。

特徴／課題



GPS を常設し、吊橋の挙動を長期にわたり連続計測するのは明石海峡大橋が
初めてであり、国内のモニタリング調査における先行的事例のひとつである

社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会（第 1 回）

出典

参考資料-3 社会インフラにおけるモニタリング技術の活用に向けた取組事例
No.

54

分類

変状、損傷種別

洗掘

調査名称

Bridge Scour Monitoring

調査概要

橋梁に取り付ける形式の洗掘モニタリングである。ソナーにより、常に川底ある

モニタリング

調査対象

構造物全体

いは海底までの距離をモニタリングし、リアルタイムでデータが供給される。

特徴／課題

出典



既設構造物への取付けが可能であり、常時モニタリングが可能



メール転送機能を付加することにより、遠隔地での状況把握が可能

海外維持管理に関する自主研究
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株式会社建設技術研究所

No.

55

分類

モニタリング

調査対象

構造物全体

変状、損傷種別

車両総重量、軸重、速度、車種、温度、空洞

調査名称

Weigh in Motion

調査概要

本線の交通流を妨げることなく、橋梁上を通行する車両の軸重等を計測するため
に開発された計測システムである。車両が橋梁上を通過した時に生じる橋梁部材
の応答から、車両重量、車軸数、軸重量、速度などを算出する。

特徴／課題



計測条件は短いスパンの橋梁で、舗道に凹凸がなく、加速・減速がされにく
い位置にあるものが望ましいとされている


出典
No.

システムは橋梁の下部に取付けられるため、通行規制が不要

海外維持管理に関する自主研究

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

56

分類

変状、損傷種別

亀裂

調査名称

電場指紋照合法（FSM）を用いた疲労き裂モニタリング

調査概要

電気特性を利用した非破壊検査の一種で、検査対象箇所に取り付けた測定端子（ピ

モニタリング

調査対象

鋼構造物

ン）間の電位差を測定することにより，き裂，腐食等の損傷を特定する技術であ
る。

特徴／課題

出典



導電材料であれば，複雑な形状の箇所の診断も可能



FSM は面測定のため損傷等の見逃しが少ない



全自動化されているため，測定員の違いによる測定誤差がほとんどない

溶接学会誌 第 76 巻（2007）第 4 号 電場指紋照合法による疲労き裂の監視と

余寿命診断

32

No.

57

分類

変状、損傷種別

変位

調査名称

破断検知線を用いた鋼橋の疲労損傷モニタリング

調査概要

破断検知線（２本の平行銅線で構成）を主桁の疲労想定箇所に、一筆書きの要領

モニタリング

調査対象

鋼構造物

で貼り付けた。あわせて破断検出器を設置し、破断した際にはその情報をメール
で管理者に自動通報するよう、システムを設計した。

特徴／課題



断線の原因が疲労損傷か腐食かについては、導通の時系列変化により判別で
きる

社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会（第 1 回）

出典

参考資料-3 社会インフラにおけるモニタリング技術の活用に向けた取組事例
No.

58

分類

変状、損傷種別

変位

調査名称

亀裂発生箇所のセンサによる状況監視

調査概要

疲労亀裂の進展を監視するため、無線 IC タグで疲労亀裂の有無情報を発信する

モニタリング

調査対象

鋼構造物

技術である。疲労亀裂が想定される箇所や発見された疲労亀裂箇所について、破
断検知線と無線 IC タグを設置し、遠隔監視を行う技術である。監視結果はデー
タを受信し、疲労･裂の進展を監視する。

特徴／課題



疲労亀裂の遠方監視（無線 IC タグにより 3 段階の情報を発信）が可能



IC タグに搭載されている LED の点滅状態でも、3 段階の判別が可能



塗膜のはがれ・浮きが懸念される場合には、塗膜をケレン後に破断検知線を
設置する必要がある

出典

社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会（第 1 回）
参考資料-3 社会インフラにおけるモニタリング技術の活用に向けた取組事例
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No.

59

分類

変状、損傷種別

電気

調査名称

電気防食化した桟橋鋼管杭部の腐食状況把握

調査概要

海底土中部における電気防食の効果に関する実態把握（実態が不明確なため）の

モニタリング

調査対象

鋼構造物

ため、羽田空港連絡誘導路の鋼管杭部にて鋼管杭の表面にセンサ（面積既知の鋼
材試験片、照合電極等）を設置し、海底土中部の防食状態についてモニタリング
を行っている。

特徴／課題



出典

社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会（第 1 回）

センサ・ケーブル類の耐久性が今後の課題である

参考資料-3 社会インフラにおけるモニタリング技術の活用に向けた取組事例
No.

60

分類

モニタリング

調査対象

鋼構造物

変状、損傷種別

その他（熱・光等）

調査名称

ひずみ可視化シートによる構造部材劣化検知

調査概要

オパール塗膜の構造色が変化する新材料の検討を行い、金属の変形による歪みを
色変化として可視化でき、さらに、変形量を分光器で簡便に測定できる新技術を
開発する。（研究継続中）

特徴／課題



ひずみ可視化シートの土木構造物 への最適化、既存技術と構造解析による
ひずみ検出の検証、構造部材への適用性の検証を行っていく必要がある

出典

社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会（第 1 回）
参考資料-3 社会インフラにおけるモニタリング技術の活用に向けた取組事例
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No.

61

分類

モニタリング

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

ひびわれ

調査名称

FBG 光ファイバセンシングシステム

調査概要

FBG（ファイバブラッググレーティング：Fiber Bragg Grating）センサは、光
ファイバセンサの中でも、最も一般的なものである。FBG センサは、温度や歪み
の変化を、光波長の変化として検出することで構造物の変形やひずみの変化、ひ
び割れ・継目開口等の進展を計測し、健全性をモニタリングする。

特徴／課題



電気の代わりに光を利用することで電気的なセンシングに伴う課題の多く
を解決することができる



光センシングでは 1 つのチャンネルで数多くの FBG センサを計測できるた
め、計測システムのサイズや重さ、複雑性を大幅に削減できる

出典
No.

日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
62

分類

モニタリング

HP

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

ひびわれ

調査名称

ROCIM（A Robotic Crack Insoection and Mapping）

調査概要

ロボットによる橋梁床版上のクラックの点検調査システムである。ロボットには
高解像度カメラが搭載されており、画像によりひびわれを検出し、自らの位置情
報とともに記憶してひびわれ展開図を作成する。

特徴／課題



従来は目視かつスケッチで確認されていたクラックが、正確な位置情報を持
って電子データで蓄積が可能


出典

床版上を低速で走行させるため通行止めが必要

海外維持管理に関する自主研究
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平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

No.

63

分類

モニタリング

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

ひびわれ

調査名称

U-BIROS（Ubiquitous-Bridge Inspection Robot System）

調査概要

韓国道路公社が開発したもので、高架橋の床版を表面と下部から点検可能とする、
ロボットを用いた橋梁床版点検車である。

特徴／課題



赤外線カメラ、通常のカメラ、超音波センサーが取り付けられているため
様々な種類の写真を収集することが可能である


出典
No.

ひびわれを自動描写し、効率的に記録することが可能

海外維持管理に関する自主研究
64

分類

モニタリング

平成 26 年 5 月

株式会社建設技術研究所

調査対象

コンクリート構造物

変状、損傷種別

変形、微小クラック

調査名称

AE 法

調査概要

アコースティックエミッション(AE)は、「材料が変形したりき裂が発生したりす
る際に、材料が内部に蓄えていたひずみエネルギーを弾性波として放出する現象」
と定義されている。この弾性波を材料の表面に設置した変換子すなわち AE セン
サで検出し、信号処理を行うことにより材料の破壊過程を評価する手法である。

特徴／課題



小さくても成長している傷は検出可能



位置標定法を用いることにより、欠陥の量、欠陥の大きさだけでなく、欠陥
の発生位置や欠陥の進展方向を評価することが可能

出典

日本フィジカルアコースティクス株式会社
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No.

65

分類

変状、損傷種別

変位

調査名称

光ファイバーセンサー

調査概要

光学ストランド（光ファイバーセンサー）を使用し、インフラ構造物の変位を計

モニタリング

調査対象

コンクリート構造物

測し状態監視（モニタリング）する技術である。ひずみゲージの測定精度を維持
しながら、構造物のマクロ的な挙動を測定することが可能である。

特徴／課題



光ファイバーを用いるため、センサーの劣化が非常に少なく、厳しい条件下
での長期間の安定したモニタリングが可能



OSMOS 技術協会

出典
No.

電気信号を用いないため、雷などの電気ノイズや電磁波の影響を受けない

66

分類

変状、損傷種別

変位

調査名称

光ファイバによるひずみ把握

調査概要

赤外線が光ファイバの曲がり部において漏洩し、通過する赤外線の強度が変化す

モニタリング

調査対象

コンクリート構造物

るマイクロベンディングの原理を利用して、構造物の相対変位を光ファイバセン
サーにより計測する。

特徴／課題



光ファイバを利用しているため、電気ノイズや耐水性に優れており、通常ノ
イズに埋もれるような微細な変化も捉えることが可能



計器などのイニシャルコストが大きいため、構造物の挙動を代表する箇所を
予め設定し、測定対象を絞り込む必要がある

出典

社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会（第 1 回）
参考資料-3 社会インフラにおけるモニタリング技術の活用に向けた取組事例
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No.

67

分類

変状、損傷種別

形状

調査名称

カメラ・センサを搭載した車両による道路現況計測システム

調査概要

カメラ・センサを搭載した車両で舗装の損傷状況や道路施設の位置や形状から道

モニタリング

調査対象

舗装

路・沿道環境の状況等を把握する技術である。車両に複数のカメラ・センサを搭
載し、前方・側方映像を立体的に把握・撮影する。位置座標、路面性状、道路施
設、道路映像など多彩な情報を計測する道路現況計測システムである。

特徴／課題



時速 0〜100km/h の任意の速度で走行しながら、位置情報（距離、座標）、
道路映像、路面性状等の各種情報を同時に計測可能



ひび割れの自動解析技術および生活道路等を対象とした簡便な計測手法の
開発が今後の課題である

出典

社会インフラのモニタリング技術活用推進検討委員会（第 1 回）
参考資料-3 社会インフラにおけるモニタリング技術の活用に向けた取組事例
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【参考資料-2】新興国に対する現地視察と管理者ヒアリング

参 2-1

1.

タイ国

1.1 現地視察
(1)

都市高速橋梁の状況



【1-②シープラヤー通り】PC 箱桁橋で、高速では比較的古い路線であるが全体的に健全
である。



【1-⑥ラマ 6 世通り】PC 箱桁橋でゴム支承を用いている。橋座付近も健全である。壁高
欄はプレキャスト製品を用いている。

【1-②シープラヤー通り】

【1-⑥ラマ 6 世通り】

図 1.1 都市高速橋梁の状況（その１）
参 2-2



【2-①クロントゥーイ周辺】PCT 桁橋で、掛け違い部に遊離石灰が見られる。



【2-②プルンチット駅周辺】鋼 I 桁でプレキャスト床版を用いている。

【2-①クロントゥーイ周辺】

【2-②プルンチット駅周辺】

図 1.2 都市高速橋梁の状況（その２）

参 2-3

(2)

市内橋梁の状況



【1-③チャルンクルン通り橋梁】RCT 桁で装飾された橋梁である。支間中央部に断面補
強を行った形跡が見られる。景観のためか白色塗装が施されている。



【1-④マハープレターラム通り運河】PC 中空床版橋で橋脚梁部にコンクリートの剥離・
鉄筋露出が見られる。



【1-⑦ラマ 1 世通り】コンクリート製の横断歩道橋である。コンクリート塗装が施され
ている。

【1-③チャルンクルン通り橋梁】

【1-④マハープレターラム通り運河】

【1-⑦ラマ 1 世通り】

図 1.3 市内橋梁の状況（その１）
参 2-4



【1-⑧サイアム駅】BTS 駅舎は PCT 桁である。交差点上は PC 箱桁である。建設年が新
しいため、全体的に健全である。



【1-⑨ラマ 3 世通り橋】鋼 I 桁橋で桁端部が切り欠き構造となっている。橋脚梁が 2 段
構造となっている。壁高欄はプレキャスト製品である。全体的に健全である。

【1-⑧サイアム駅】

【1-⑨ラマ 3 世通り】

図 1.4 市内橋梁の状況（その２）

参 2-5



【2-③プルンチット～運河沿い】RCT 桁で桁端部に遊離石灰が見られる。もう 1 橋は中
央径間が鋼床版になっており跳ね橋として利用されていた形跡がある。側径間のコンク
リートに剥離・鉄筋露出が見られる。



【1-⑨ラマ 3 世通り橋】鋼 I 桁橋で桁端部が切り欠き構造となっている。橋脚梁が 2 段
構造となっている。壁高欄はプレキャスト製品である。全体的に健全である。

【2-③プルンチット～運河沿い】

図 1.5 市内橋梁の状況（その３）

参 2-6

(3)

地方橋梁の状況



【2-③外環状 9 号現場】外環状 9 号の JCT 橋梁の PCT 桁に床版を炭素繊維のようなも
ので補強している形跡があった。外環状本線の PC 中空床版は比較的健全であるが、橋
脚基礎の傾斜が見られる。



【2-④アユタヤ近辺国道橋梁】PCT 桁橋で健全である。プレキャスト床版が用いられて
いる。

【2-③外環状 9 号現場】

【2-④アユタヤ近辺国道橋梁】

図 1.6 地方橋梁の状況（その１）

参 2-7

(4)

チャオプラヤ橋梁の状況



【1-⑨ラマ 9 世橋】1987 年に供用を開始した鋼斜張橋で健全である。アプローチの PC
橋も比較的健全である。



【1-⑩クルンテープ橋】1959 年に供用を開始した鋼トラス橋で斜材のコンクリート地際
部に軽微な腐食が見られる。



【1-⑪タクシン橋】1979 年に供用を開始した PC 箱桁橋でコンクリートの断面修復を行
った形跡がある。

【1-⑨ラマ 9 世橋】

【1-⑩クルンテープ橋】

【1-⑪タクシン橋】

図 1.7 チャオプラヤ橋梁の状況（その１）
参 2-8



【1-⑫ラマ 1 世橋】1932 年に供用を開始した鋼トラス橋で鋼部材は比較的健全である。
元はリベット橋であるが、高力ボルトによる断面補修が行われた形跡がある。



【1-⑬プラピンクラオ橋】1973 年に供用を開始した PC 箱桁橋で全体的には健全である
が、局所的にコンクリートの剥離・鉄筋露出が見られる。



【1-⑭ラマ 8 世橋】2000 年に供用を開始した鋼斜張橋で建設年も新しく健全である。

【1-⑫ラマ 1 世橋】

【1-⑬プラピンクラオ橋】

【1-⑭ラマ 8 世橋】

図 1.8 チャオプラヤ橋梁の状況（その２）

参 2-9

1-③チャルンクルン通り橋梁

1-④マハープレーターラム通り運河

1-⑤ファランポーン駅

1-②シープラヤー通り

1-⑥ラマ 6 世通り

1-⑧サイアム駅

参 2-10

図 1.9 視察ルート図（バンコク市内１）

1-①ラマ 9 世通り高架

1-⑦ラマ 1 世通り

1-⑭ラマ 8 世橋

1-⑬プラピンクラオ橋

1-⑫プラポックラ橋～ラマ 1 世橋

1-⑪タクシン橋

1-⑩クルンテープ橋

1-⑨ラマ 3 世通り～ラマ 9 世橋

図 1.10 視察ルート図（チャオプラヤ架橋）
参 2-11

参 2-12

図 1.11 視察ルート図（バンコク市内２）

2-①クロントゥーイ周辺

2-③プルンチット～運河沿い

2-②プルンチット駅周辺

2-④アユタヤ近辺国道橋梁

2-③外環状 9 号現場

図 1.12 視察ルート図（バンコク郊外）
参 2-13

3-②EXAT

3-①モーチット駅周辺

図 1.13 視察ルート図（バンコク市内３）
参 2-14

1.2 タイ国 EXAT に対するヒアリング
(1)

ヒアリング事項の抽出
1)

橋梁の維持管理体制（目的：維持管理レベルの把握）

・ EXAT が管理する橋梁数は（または連数は）
・ 橋梁の維持管理専門組織はあるか
・ 橋梁の維持管理を担当する技術者は何人いるか、人員は充実しているか
・ 橋梁の維持管理担当者の技術力取得・維持・向上の方策は
・ 維持管理体制に関して現在の課題は
2)

橋梁の点検・調査（目的：点検・調査レベルの把握）

・ 日常的な点検とは別に、定期的な点検を実施しているか、そのための基準類はあるか
・ 目視点検は、近接目視か遠望目視か
・ 点検者に資格要件をつけているか
・ 点検実施は直営か、委託か
・ 点検結果はどのように記録・蓄積されているか
・ 点検結果に基づき補修の要否を診断するのは誰か
・ どのような詳細調査を実施しているか
3)

橋梁の損傷状況（目的：橋梁部材の損傷傾向の把握）

・ どのような損傷種類、損傷原因が多いか
・ 橋梁構造に影響を与えるような深刻な損傷はあるか
・ 日本では、塩害、ASR、疲労を原因とする損傷がもっとも深刻であるが、タイ国では
どうか
・ 劣化損傷に伴う事故事例はあるか
・ 現状どのような補修が多いか
・ 大規模な修繕事例はあるか
4)

非破壊検査の実施状況（目的：橋梁部材の診断技術レベルとニーズの把握）

・ 実務において非破壊検査による調査を実施しているか
・ 何を目的に、どのような非破壊検査を実施しているか
・ 舗装下の床版の状況、PC グラウトの充填状況など、不可視部分の調査はどのように
実施しているか
・ 橋梁の桁の変位、ひずみ等の常時挙動をモニタリングしている事例はあるか
・ どのような非破壊検査技術を必要としているか
・ 橋梁点検・調査に関してどのような機材を必要としているか
5)

維持管理手法（目的：維持管理サイクルの実施状況とニーズの把握）

・ 点検、診断、補修は、計画的に実施されているか
・ 損傷の程度に応じた適切な補修方法選定のマニュアル類はあるか
・ 維持管理計画策定を支援する橋梁マネジメントシステム（BMS）はあるか
・ 点検、診断、補修の維持管理サイクルを継続的に実施するためにはどのような技術が
必要か

参 2-15

(2)

ヒアリング

ヒアリング状況を図 1.14 に示す。
阪神高速道路（株）、阪神高速技術（株）の参加者と合わせて EXAT での維持管理状況につい
て英語によるヒアリングを行った。

図 1.14 タイ国 EXAT に対するヒアリング状況

図 1.15 タイ国 EXAT のヒアリング出席者

参 2-16

(3)

橋梁管理に関するヒアリング項目と回答

（注）ゴシック体下線は、14 日 15 時からのヒアリング内容
明朝体は、HEX からのヒアリング情報

１．橋梁の維持管理体制（目的：維持管理レベルの把握）
１）EXAT が管理する橋梁数は（または連数は）
⇒ 管理延長は 208km（橋梁数あるいは連数としては把握していない模様）
２）橋梁の維持管理専門組織はあるか
⇒ 以下の４つの組織がある。
点検・補修計画担当（１）、長大橋担当（１）、高速道路担当（２）
３）橋梁の維持管理を担当する技術者は何人いるか、 人員は充実しているか
⇒ engineer：16 人、technician：17 人
annual report より確認可能
４）橋梁の維持管理担当者の技術力取得・維持・向上の方策は
⇒ 職員を対象に、技術的なセミナーやトレーニングを実施している。
５）維持管理体制に関して現在の課題は
⇒ 体制についてはないが、支承の取替えが現在の課題である。
２．橋梁の点検・調査（目的：点検・調査レベルの把握）
１）日常的な点検とは別に、定期的な点検を実施しているか、そのための基準類は
あるか
⇒ 日常点検（daily inspection）は、４班体制で１班 20km を車両内から舗装、
レーンマーク、情報板、標識等を目視点検している。
定期点検（routine inspection）は、１班で 1km/日のペースで路下から遠望
で目視点検している。点検は６名で実施。内訳は、engineer（大卒相当）1
名、technician（工業高校相当）1 名、labor 4 名。
⇒ 点検マニュアルは、2006 年に JICA の支援で作成している。
２）目視点検は、近接目視か遠望目視か
⇒ 遠望目視をまず行い、異状があれば特別点検（special inspection）を実施し
ている。長大橋については、近接目視を実施している。
３）点検者に資格要件をつけているか
⇒ 資格要件はない。engineer であれば点検ができる。
４）点検実施は直営か、委託か
⇒ 直営で実施している。高所作業車（15m、20m）を保有している。
５）点検結果はどのように記録・蓄積されているか
⇒ データベースに蓄積している。
６）点検結果に基づき補修の要否を診断するのは誰か
⇒ engineer が診断する。
参 2-17

７）どのような詳細調査を実施しているか
⇒ 非破壊検査（超音波法、電磁波レーダー法、自然電位法、舗装のすべり抵抗
など）を実施している。特に ASR に対する詳細調査を実施している。
３．橋梁の損傷状況（目的：橋梁部材の損傷傾向の把握）
１）どのような損傷種類、損傷原因が多いか
⇒ コンクリートのはく落が多い。原因は内部鉄筋の腐食である。
２）橋梁構造に影響を与えるような深刻な損傷はあるか
⇒ 橋脚の梁部（pier cap）に発生している ASR が深刻である。
３）劣化損傷に伴う事故事例はあるか
⇒ 特にない。コンクリートのはく落事例はあるが、第三者への被害はない。
４）現状どのような補修が多いか
⇒ 舗装の補修が多い。
５）補修工事の実施において、外注と直営の判断はどうか
⇒ 工事のボリュームで判断している。小規模な場合は直営で行う。
６）大規模な修繕事例はあるか
⇒ 支承の取替え工事
４．非破壊検査の実施状況（目的：橋梁部材の診断技術レベルとニーズの把握）
１）実務において非破壊検査による調査を実施しているか、何を目的に、どのよう
な非破壊検査を実施しているか
⇒ シュミットハンマーを活用している。
２）舗装下の床版の状況、PC グラウトの充填状況など、不可視部分の調査はどのよ
うに実施しているか
⇒ 舗装下の床版の状況、PC グラウトの充填状況などの不可視部分の調査は実施
していない。
３）橋梁の桁の変位、ひずみ等の常時挙動をモニタリングしている事例はあるか
⇒ 長大橋を対象に、加速時計、振動計、変位計を設置し、主桁、主塔、支点部
のねじれ、たわみをモニタリングしている。
４）どのような非破壊検査技術を必要としているか
⇒ 特になし。
５）橋梁点検・調査に関してどのような機材を必要としているか
⇒ 特になし。
５．維持管理手法（目的：維持管理サイクルの実施状況とニーズの把握）
１）点検、診断、補修は、計画的に実施されているか
⇒ routine inspection において、損傷状態を４段階（a,b,c,d；a が悪）で評価し、
a,b の損傷については翌年度に補修工事を発注している。発注は、損傷 50 箇
所単位で行っている。
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２）損傷の程度に応じた適切な補修方法選定のマニュアル類はあるか
⇒ EXAT 独自の補修マニュアルを保有している。これは、JICA 支援で作成した
点検マニュアルを改訂したもの。
３）維持管理計画策定を支援する橋梁マネジメントシステム（BMS）はあるか
⇒ BMS はない。予算管理を目的とした舗装のシステムは保有している。
４）点検、診断、補修の維持管理サイクルを継続的に実施するためにはどのような
技術が必要か
⇒ 回答無し。
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(4)

追加質問

1. Organization of Bridge Management
橋梁の維持管理体制（目的：維持管理レベルの把握）
- Is EXAT satisfied with the number of engineers?

・維持管理を担当する技術者の人員は充実しているか
・（回答なし）
2. Damage of Bridge
橋梁の損傷状況（目的：橋梁部材の損傷傾向の把握）
- We've heard that bearing replacement work is carried out in EXAT, what is the reason for
replacement is required?

・支承の取替え工事を行っていると聞きましたが、支承取替えを行う理由は何か
・（回答なし）
3. Inspection and investigation of Bridge
橋梁の点検・調査（目的：点検・調査レベルの把握）
- How are you checking the state of the member that can not be confirmed in the visual
inspection from a distance?

遠望目視で確認できない部分については、どのように点検しているのか
長大橋（RAMA9 と Kanchanaphisek）は、接近点検を実施している。それ以外の橋
は、遠望目視点検のみ。（そもそも橋という認識でない）
4. Non-Destructive Investigation
非破壊検査の実施状況（目的：橋梁部材の診断技術レベルとニーズの把握）
- What is the purpose of monitoring the behavior of long-span bridges?

・長大橋の常時挙動をモニタリングしている目的は何か
・主桁、主塔、支店部のねじれやたわみを把握するためにモニタリングを実施して
いる。
- What kind of non-destructive investigation technology does EXAT need in the future?

・今後はどのような非破壊検査技術を必要としているか
・（回答なし）
5. Process of Bridge Management
維持管理手法（目的：維持管理サイクルの実施状況とニーズの把握）
- What kind of technology or equipment is needed in EXAT to establish a sustainable PDCA
cycle of bridge management (inspection, evaluation, repair work)?

・点検、診断、補修の維持管理サイクルを継続的に実施するためにはどのような
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技術や機材を必要としているか
・（回答なし）→ 阪神高速が EXAT に対し技術支援・協力することを模索中
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2.

台湾

2.1 現地視察
(1)

台南近郊の橋梁の状況



【1-①臨安橋】PCT 橋に化粧がされた橋梁である。都市部に架橋されており、コンクリ
ート高欄は、デザイン性の高い構造である。歩道幅員は比較的広く、自転車と歩行者の
離合が可能な程度であった。



【1-②新臨安橋】1 面吊りの斜張橋である。車道はあるが、通行規制されており、自転
車歩行者用として利用されている。都市部に架橋されており、主塔はデザイン性の高い
構造である。



【1-③金華橋】変断面の鋼鈑桁橋である。車道はあるが、通行規制されており、自転車
歩行者用として利用されている。都市部に架橋されており、親柱はデザイン性の高い構
造である。伸縮装置は、日本の伸縮装置と同等のものが設置されている。



【1-④新南橋】比較的古いＰＣ橋である。橋脚は、コンクリート製パイルベント形式で
ある。舗装は、比較的新しく、走行性に影響はない。

【1-①臨安橋】

図 2.1 台南近郊の橋梁の状況（その１）
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【1-②新臨安橋】

【1-③金華橋】

図 2.2 台南近郊の橋梁の状況（その２）
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【1-④新南橋】

図 2.3 台南近郊の橋梁の状況（その３）
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(2)

台北近況の橋梁の状況



【2-①中正橋】
・1935 年（80 年経過）に建設された歴史的橋梁である。
・鋼鈑桁部と RC 桁部を有している。鋼桁部は、比較的新しいことから、架替られたと
推察される。コンクリート桁部は、鉄筋露出等の老朽化が著しい。
・日本のレベル２地震動対応にはなっていないが、落橋防止構造が設置されている。
・検査路も設置されており、維持管理面にも配慮されている。
・梁部には、補強鋼板が設置されている。
・基礎部杭頭は露出されており、洗掘の影響が懸念される。

【2-①中正橋】

図 2.4 市内橋梁の状況（その１）
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【2-①中正橋】

図 2.5 市内橋梁の状況（その１）

参 2-26



【2-②鉄道橋（地下鉄

士林駅周辺）】パイ型の橋脚にすることで、桁下を有効に活用し

ている。掛け違いの支承部に、ひびわれ等の損傷が確認される。


【2-③道路橋（台北市内）】床版橋や T 桁橋が多く見られる。伸縮装置からの漏水が確認
される。

【2-②鉄道橋（地下鉄

士林駅周辺）】

図 2.6 市内橋梁の状況（その１）
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【2-③道路橋（台北市内）】

図 2.7 市内橋梁の状況（その２）
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図 2.8 視察ルート図（台南近郊）
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図 2.9 視察ルート図（台北近郊）
（その１）

参 2-31

図 2.10 視察ルート図（台北近郊）
（その２）

2.2 成功大学へのヒアリング
■日時：平成 27 年 5 月 6 日（水）15:00～17:00
■場所：成功大学
■出席者：成功大学

土木工学科会議室
学部長、蔡先生

広島工業大学
大阪防水建設社

中村先生
大島氏

建設技術研究所：松岡、光川、塚田
■打合せ内容：
弊社から「日本の橋梁維持管理状況」と「ICT を活用した構造物点検手法の紹介」を行った。
また、成功大学から「台湾の BMS（Bridge Management System）」について紹介していただい
た。
(1）TBMS（Taiwan Bridge Management System）について


TBMS は、交通部公路總局：MOTC(Ministry of Transportation and Communications)
が作成している。



TBMS には、台湾の全ての橋梁の基礎データおよび点検データが入っている。

(2) 損傷について


台湾で問題になっている損傷は、台風や土石流による基礎の洗掘である。



ASR や塩害損傷もあるが、基礎の洗掘の方が深刻な損傷である。



日本では 1960 年代に建設ラッシュがあったが、台湾では 1980 年代に建設ラッシュがあっ
たので 15 年後の 2030 年代に多くの橋が建設後 50 年を迎える。

(3) 点検について


日常パトロールは行っている。



定期点検については、維持管理課のような部署はあるが、いつ、誰が、どのように行った
かは分からない状況である。

(4) 非破壊検査について


レーダーやアコースティック・エミッション(AE)法による検査を行っている。



特に、国立中央大学で研究している。

(5) ICT を活用した構造物点検手法について


小型無人ヘリによる点検は、とてもいいアイデアだと思われている。



撮影した画像は、今は人の目で見て確認しているが、今後は自動的に分析するような研究
も行っていることを伝えた。
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2.3 高速道路（国道管理局南区工程処）へのヒアリング
■日時：平成 27 年 5 月 8 日（金）10:00～12:00
■場所：国道管理局南区工程処

会議室
主席他 9 名

■出席者：国道管理局南区工程処
成功大学

蔡先生

高雄科技大学

翁先生

広島工業大学

中村先生

大阪防水建設社

大島氏

建設技術研究所：松岡、光川、塚田
■打合せ内容：
弊社から「日本の橋梁維持管理状況」と「ICT を活用した構造物点検手法の紹介」を行った。
また、国道管理局から「高速道路のメンテナンス」について紹介していただいた。
【台湾の状況】
(1）維持管理費の予算確保について


国費ではなく、高速道路の料金収入から予算確保している。



路線延長 300km で 30 億台湾元／年（120 億円／年）の予算がついている。

(2) 点検について


点検マニュアルは整備されている。



日常点検はインハウスで行っており、定期点検・災害時点検はコンサルタントに委託して
いる。



点検には認証制度を設けており、点検の経験年数などを条件としている。

(3) 損傷について


深刻な損傷は、トンネルの近くにある断層付近の橋梁で損傷が多い。



路面の損傷の原因の多くは、拡幅工事が行われている区間で既設部との接合箇所において、
ひびわれが発生している。



150km に渡り拡幅を行っている区間があり、現在全域で点検している。どの程度損傷が進
行しているか、まだ報告はない。



台湾でも、大型車の影響で、疲労による床版ひびわれが発生している。



岡山（地名）は、台湾内で最も重交通であり、600 万台／年の交通量がある。また、建設
後 40 年経過しており、12 年前に拡幅工事が行われている。



岡山では、防水シートの損傷が多く、新旧のコンクリート部における路面の損傷が多い。



海岸部の路線が少ないため、塩害損傷はあまりない。



ＡＳＲ損傷はあるが、深刻な損傷になっていない。



トンネル内での漏水は、断層のある地域（台北－宜蘭）で確認できる。
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(4) 非破壊検査について


ハンマーを用いて、ひびわれが入っているか、強度低下はないかを検査している。



また、超音波とレーダー探査も行い、ひびわれ、強度、鉄筋の状況を検査している。

(5) 維持管理計画について


今は事後保全型の維持管理となっているが、予防保全型の計画も立てている。



オンラインで点検結果を蓄積するシステム（ＢＭＳ）がある。



このシステムは、コンサルタントに委託して作成している。

(6) ICT を活用した構造物点検手法について


小型ヘリを用いた点検を行っていきたいが、台湾には飛行管理する法律がない。



落下等の事故が起こった時が怖い。



試験的に斜面の検査で小型ヘリを使用した事例がある。



法律が整備されたら、使っていきたいと思っている。

【日本の状況】
(1) 桁に車両が衝突したことによる損傷


鋼材が変形した事例は多くある。しかし、衝突により PC ケーブルが切れた事例はないと
思う。



塩害によってＰＣ鋼材が切れる事例は多くあり、外ケーブル補強や炭素繊維シート補強な
どで対応している。



衝突対策として、高さ制限ゲートを設ける事例もある。

(2) 伸縮装置付近での段差


基本的にアスファルトで段差調整している。特殊なアスファルト樹脂を使用する場合もあ
る。



橋台背面の沈下対策としては、踏掛板を設置している。それでも交通に支障をきたすほど
沈下する場合には局所的にオーバーレイをしている。

(3) モジュールジョイントの劣化


日本でもモジュールジョイントを使用している。劣化状況等は、メーカーにヒアリングす
る。

(4) 耐震基準と耐震補強工法


阪神淡路大震災以降、地震荷重が大きく変わった。現在その基準で、既設橋梁を耐震補強
している。



70 万橋の橋梁に対して優先順位をつけて、耐震補強している。



耐震補強工法としては、代表的なものにはＲＣ巻き立て、鋼板巻き立てがある。また、橋
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梁全体の地震力を低減する手法としてダンパーや免震支承、制震もある。
(5) 断層を跨いでいる橋梁


断層を跨いでいる橋梁計画に対して、具体的な設計法はない。

(6) ＰＣケーブルの非破壊検査


グラウト充填を調査する検査方法はいくつかある。



インパクトエコー法では充填不良があるかどうか調べることができる。



張力については、EM センサーで確認することができる。

(7) 点検手法


日本でも橋梁点検車を使用して点検している。



コスト縮減のため、ポールカメラを使用して点検する場合もある。



地震等の災害時に点検しやすいように検査路を設置している。
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3.

ラオス

3.1 現地視察
(1)
●

代表的な橋梁の状況
【1-① Hin Hoeup 橋】
日本の無償援助協力で建設された PC 箱桁橋（錢高組施工）

●

【1-② Pa Ka Yung 橋】
ラオスの建設会社が設計施工した橋梁（側径間：PC 箱桁、中央径間：トラス）、
ＢＯＴ方式で維持管理
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●

【1-③ Tha Ngone 橋】
オーストラリアの資金で建設され、ＢＯＴ方式で維持管理されている。
ラオスで最古のトラス橋である。フーチングに損傷がある。

●

【1-④ Friendship Bridge ２】
日本の無償資金協力で建設されたメコン川に架かるラオス－タイの友好橋
（PC 箱桁橋）

参 2-43

●

【1-⑤ Xe Khum Kan 橋】
1980 年代に建設された鋼橋で、老朽化のために日本の無償資金協力で架け替えの
予定であり、現在、詳細設計を実施している。
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●

【1-⑥ Xe Thamuak 橋】
1980 年代に建設された鋼橋で、老朽化のために日本の無償資金協力で架け替えの
予定であり、現在、詳細設計を実施している。

●

【1-⑦ Pakse 橋】
日本の無償資金協力で建設された橋である。

参 2-45

●

【1-⑧ Houay Lay 橋】
老朽化した橋梁

●

【1-⑨ Houay Tabongphet 橋】
老朽化した橋梁
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3.2 管理事務所へのヒアリング
現地の管理事務所で下記の項目を照会した。
１．橋梁の維持管理規模および体制
１）管理する橋梁数は（または連数は）？
２）橋梁の維持管理専門組織はあるか？
３）橋梁の維持管理を担当する技術者は何人いるか？
２．橋梁点検
（１）点検全般
１）日常的な点検とは別に、定期的な点検を実施しているか？
２）点検の基準類はあるか？
３）点検者に資格要件をつけているか？
４）点検実施は直営か、委託か？
（２）点検手法
１）はしご、橋梁点検車を用いた近接点検をしているか？
（３）損傷状況
１）どのような損傷種類、損傷原因が多いか？
２）深刻な損傷はあるか？
３）劣化損傷に伴う事故事例はあるか（第三者被害など）？
（４）詳細調査等
１）コンクリート部材や鋼部材に関する詳細調査方法は実施していているか？
２）非破壊検査による調査を実施しているか？
３）舗装下の床版の状況など、不可視部分の調査はどのように実施しているか？
４）長大橋等で、橋梁の桁の変位、ひずみ等の常時挙動をモニタリングしている？
事例はあるか？
５）橋梁点検・調査に関してどのような検査技術、機材を必要としているか？
３．維持補修
１）点検結果に基づき補修の要否を診断するのは誰か？
２）要補修対象の橋梁に対して、概ね何年以内に補修を実施しているか？
３）現状どのような補修工法が多いか（舗装、塗装塗替など）？
４）補修工事の実施において、外注と直営の判断はどうか？
５）どのような補修工法を必要としているか？
４．維持管理計画
１）管理橋梁の点検、診断、補修は、計画的に実施されているか？
２）点検結果はどのように記録・蓄積されているか（データベース化しているか）？
３）維持管理計画策定を支援する橋梁マネジメントシステム（BMS）はあるか？
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４）損傷の程度に応じた適切な補修方法選定のマニュアル類はあるか？
５）計画的な維持管理を行っていくために、どのような技術や仕組みが必要か？
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(1)

ヴィエンチャン州

国土交通省

2016 Feb 24

General

Questions (Laos)

Location: Department of Road, Ministry of Public Work & Transport, Vientiane Capital
Attendants: Mr. Porthong NGONPACHAN, Deputy Director General of DOR
Mr. Phonephana

, Deputy Head of

Technical Department, DOR
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1.

Size and Organization of bridge maintenance works

1) Number of Bridges under control
Will submit later
2) Organization of bridge maintenance works
Divide into 4 region in charge for road and bridge inspection
3) Engineer or Technician for bridge maintenance works
Total road and bridge engineer within the departments are 14 persons
2. Bridge Inspection
(1) General inspection
1) Besides routine inspection, is there prior inspection?
Yes, 1 time per years. First inspection will start after construction completed for 5 years,
thereafter carry out 1 time every year.
2) Are there any standards or manuals use for inspection?
Using manual provided by JICA (Carol Project)
3) Are there any licenses required for bridge inspector?
No, only carry out in-house training for personnel within the department. In case hiring the
consultant to carry out inspection the consultant shall have business license on Laos.
4) Bridge inspection has been carried out In-house or by others?
Normally by in-house inspection, If the Damage is severe the inspection will be carried out
by consultants and repair by contractor through tender. The consultant and contractor shall
have license according to regulation of Laos.
(2) Inspection Methods
1) Do you use Ladder, bucket vehicle, etc for close inspection?
Only using staircase for close inspection. For large bridge the inspector will use access that
already installed during construction.
(3) Damages Appearance
1) What kind of damages and causes had been regularly found from bridge inspection?
Mostly erosion at abutment were founds, Damage at expansion joint, cracks due appear on
concrete girder, corrosion of steel members.
2) Have any severe damages been found?
No, so far only illegal over load that cause bridge to collapse. Steel bridge is designed for
15t but over load truck carry 30t that cause bridge to collapse.
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3)Do you have samples of incident due to bridge damages from corrosion or fatigue? (to third
party)
No, only from over load truck
(4) Detail Inspections
1) Does the inspection have carried out in detail by inspect of concrete sample

(member)

or steel reinforcement?
No, only monitoring cracks appear on concrete girder or abutment
2)Has Non-destructive inspection method been applied?
No
3)What method or How the Inspection of un-seen locations such as under pavement surface
had been carried out?
So far, never carry out inspection at unseen locations
4) Do you carry out monitoring on bridge movement, vibration, settlement, etc. for large
bridge?
No
5) What kind of equipment and skill/technique need for bridge inspection?
Bucket vehicle is necessary for large bridge that maintenance access were not provided during
construction
3. Bridge maintenance
1) Who is the person to make a decision on bridge repairing/maintaining as of inspection
results?
Minister of Ministry of Public Work and Transport
2) For bridge that necessary to be repaired after inspecting, how long does it take to start
repairing work?
For case of emergency carry out maintenance immediately, if not it will take 6 months to 1
years. so far there are 4 companies are regularly contractors for bridge maintenances
3) Currently what kind of maintenance have frequently carried out? (Road surface, painting,
etc)
Repairing erosion at abutment, expansion joint and painting, epoxy injection for cracks
4) what kind of factors or conditions on making decision to carry out bridge repairing
in-house or contract to contractor?
So far, all maintenance works are given to nominated contractor
5) What type of maintenance method is necessary?

参 2-51

No answer (not understand question)
4. Maintenance Plan
1) Has inspection, evaluation and maintenance been carried out according to implementation
plan or schedule?
Yes, carry out according to plan
2)How those data of inspection results had been recorded or filed? (Making data base?)
No record at provincial DPWT (May be keep at the Ministry)
3)Is there a system (BMS) use for planning on bridge maintenance?
No, only for road (RAM) which is now under training, the program is upgrading by world
bank.
4)Is there manuals for selecting maintenance method in according to damage types?
Yes, using Carol manual funded by JICA
5) What method is necessary in order to proceed maintenance works according to plan and
technique?
Need training and proper equipment
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１．橋梁の維持管理規模および体制
１）管理する橋梁数は（または連数は）
後で提出する
２）橋梁の維持管理専門組織はあるか
道路と橋梁の点検の担当は 4 地域にわけられている
３）橋梁の維持管理を担当する技術者は何人いるか
部署内の道路と橋梁の技術者の総数は 14 人である
２．橋梁点検
（１）点検全般
１）日常的な点検とは別に、定期的な点検を実施しているか
年 1 回点検している。初回点検は建設後 5 年に、その後は毎年 1 回行っている
２）点検の基準類はあるか
JICA からもらったマニュアルを使っている（Carol Project）
３）点検者に資格要件をつけているか
つけていない。部署内で職員のための社内の訓練だけである。調査のためにコン
サルタントを雇う場合は、ラオスの事業の許可をもっていないといけない。
４）点検実施は直営か、委託か
標準的には直営でやっている。損傷がひどい場合は、調査はコンサルタントが行
い、入札をして建設業者が補修をしている。コンサルタントと建設業者はラオス
の規定に従って許可をうけている。
（２）点検手法
１）はしご、橋梁点検車を用いた近接点検をしているか
近接するために階段のみ使用している。長大橋の点検では、建設時につけている
通路を使用している
（３）損傷状況
１）どのような損傷種類、損傷原因が多いか
大部分は橋台の侵食、伸縮装置の損傷、コンクリート桁のひびわれ、鋼部材の腐
食である
２）深刻な損傷はあるか
ない。今のところ、橋の崩壊の原因になっているのは違法な過積載だけである。
鋼橋は 15t で設計されているが、過積載のトラックは 30t 運んでいる。
３）劣化損傷に伴う事故事例はあるか（第三者被害など）
ない。過積載のトラックだけである。
（４）詳細調査等
１）コンクリート部材や鋼部材に関する詳細調査方法は実施していているか
していない。コンクリート桁や橋台のひびわれのモニタリングだけである。
２）非破壊検査による調査を実施しているか
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していない。
３）舗装下の床版の状況など、不可視部分の調査はどのように実施しているか
今のところ、不可視部分の点検は行っていない
４）長大橋等で、橋梁の桁の変位、ひずみ等の常時挙動をモニタリングしている
事例はあるか
ない
５）橋梁点検・調査に関してどのような検査技術、機材を必要としているか
建設時に点検用の通路が設置されてなかった長大橋の点検のために高所作業車
が必要である。
３．維持補修
１）点検結果に基づき補修の要否を診断するのは誰か
公共事業運輸省大臣
２）要補修対象の橋梁に対して、概ね何年以内に補修を実施しているか
緊急の場合はすぐに実施する。そうでなければ半年～1 年くらいである。今のと
ころ橋梁の維持管理は定期的に 4 社が請け負っている。
３）現状どのような補修工法が多いか（舗装、塗装塗替など）
橋台の侵食、伸縮装置、塗替、ひびわれへのエポキシ樹脂注入である
４）補修工事の実施において、外注と直営の判断はどうか
今のところ、全ての補修工事は指名された委託業者が行っている
５）どのような補修工法を必要としているか
回答なし（質問が理解できない）
４．維持管理計画
１）管理橋梁の点検、診断、補修は、計画的に実施されているか
計画的に行っている
２）点検結果はどのように記録・蓄積されているか（データベース化しているか）
地方の公共事業局では記録はしていない（おそらく省がもっている）
３）維持管理計画策定を支援する橋梁マネジメントシステム（BMS）はあるか
ない。今訓練中の道路のためのシステム（RMS）のみである。世界銀行によって
グレードアップしている。
４）損傷の程度に応じた適切な補修方法選定のマニュアル類はあるか
JICA によって提供された Carol マニュアルを使用している
５）計画的な維持管理を行っていくために、どのような技術や仕組みが必要か
訓練や適切な機器
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(2)

ヴィエンチャン市

郵政通信会社

2016 Feb 24

General

Location:

Questions (Laos)

PTI, Vientiane Capital

Attendants: Mr. Chanthavongso, Department Head
Mr. Lumphoun

, Deputy Department Head
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1.

Size and Organization of bridge maintenance works

1) Number of Bridges under control
3000 numbers of bridges (National and Rural Road)
2) Organization of bridge maintenance works
PTI carry out survey together with MPWT Staff
3) Engineer or Technician for bridge maintenance works
7 persons including Road and Bridge Section (Within PTI)
2. Bridge Inspection
(1) General inspection
1) Besides routine inspection, is there prior inspection?
Yes, 1 time per years
2) Are there any standards or manuals use for inspection?
Yes, using manual provided by JICA (Carol Project)
3) Are there any licenses required for bridge inspector?
No, only carry out in-house training
4) Bridge inspection has been carried out In-house or by others?
Now carry out by in-house inspector, before gave contractor to consultants
(2) Inspection Methods
1) Do you use Ladder, bucket vehicle, etc for close inspection?
Only using staircase for close inspection. For large bridge the inspector will use access that
already installed during construction, if no provision of stair case then close inspection will be
carried out where can reach.
(3) Damages Appearance
1) What kind of damages and causes had been regularly found from bridge inspection?
Mostly erosion at abutment were founds, damage at expansion joint, settlement at
approaching slab, crack at concrete girders. For steel bridge mostly are members corrosion,
loosing nut and bolts.
2) Have any severe damages been found?
No, so far only illegal over load that cause bridge to collapse
3)Do you have samples of incident due to bridge damages from corrosion or fatigue? (to third
party)
No, only from over load truck
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(4) Detail Inspections
1) Does the inspection have carried out in detail by inspect of concrete sample

(member)

or steel reinforcement?
No, however Carol project had demonstrated on using Schmidt hammer (concrete rebound
hammer) for checking concrete compressive strength
2)Has Non-destructive inspection method been applied?
No
3)What method or How the Inspection of un-seen locations such as under pavement surface
had been carried out?
So far never carry out inspection at unseen locations
4) Do you carry out monitoring on bridge movement, vibration, settlement, etc. for large
bridge?
No, for large bridge such as Lao-Thai bridge monitoring and maintenance will be carried out
by different committee directly under MPWT of both Lao and Thai
5) What kind of equipment and skill/technique need for bridge inspection?
Bucket Truck using for inspect under bridge with staircase is unable to reach, Concrete testing
machine, equipment that can check bridge piers or piles under deep water
3. Bridge maintenance
1) Who is the person to make a decision on bridge repairing/maintaining as of inspection
results?
Department of Road (Ministry of Public Work and Transport)
2) For bridge that necessary to be repaired after inspecting, how long does it take to start
repairing work?
For case of emergency carry out maintenance immediately, if not it will take 6 months to 1
years.
3) Currently what kind of maintenance have frequently carried out? (Road surface, painting,
etc)
Repairing erosion at abutment, expansion joint and painting
4) what kind of factors or conditions on making decision to carry out bridge repairing
in-house or contract to contractor?
All maintenance works are given to contractors by tender or nominate
5) What type of maintenance method is necessary?
Cleaning, replacing of expansion joint and bearing
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4. Maintenance Plan
1) Has inspection, evaluation and maintenance been carried out according to implementation
plan or schedule?
Yes, carry out according to plan
2)How those data of inspection results had been recorded or filed? (Making data base?)
Using RMS for keeping data
3)Is there a system (BMS) use for planning on bridge maintenance?
Yes,

the function is within RMS but never use before (Don't know how to use?)

4)Is there manuals for selecting maintenance method in according to damage types?
Yes, there are LRT (Road Note) , Carol supported by JICA and AASHTO for Design
5) What method is necessary in order to proceed maintenance works according to plan and
technique?
Not understand the question
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１．橋梁の維持管理規模および体制
１）管理する橋梁数は（または連数は）
3000 橋である（国道と地方道路）
２）橋梁の維持管理専門組織はあるか
公共事業運輸研究所（PTI）公共事業運輸省（MPWT）と一緒に調査を行ってい
る
３）橋梁の維持管理を担当する技術者は何人いるか
道路と橋梁を含んで 7 人（PTI の内部）
２．橋梁点検
（１）点検全般
１）日常的な点検とは別に、定期的な点検を実施しているか
年に 1 回実施している
２）点検の基準類はあるか
JICA からもらったマニュアルを使っている（Carol Project：JICA 技術協力プロ
ジェクト「道路維持管理能力強化プロジェクト」
３）点検者に資格要件をつけているか
ない。内部での訓練のみで行っている
４）点検実施は直営か、委託か
今は直営で行っている。以前はコンサルタントに委託していた
（２）点検手法
１）はしご、橋梁点検車を用いた近接点検をしているか
近接するために階段のみ使用している。長大橋の点検では、建設時につけている
通路を使用している。階段がない場合は、近づけるところまでいって近接点検を
している
（３）損傷状況
１）どのような損傷種類、損傷原因が多いか
大部分は橋台の侵食、伸縮装置の損傷、取付道路スラブの沈下、コンクリート桁
のひびわれである。鋼橋では、大部分が腐食、ナットとボルトの脱落である。
２）深刻な損傷はあるか
ない。今のところ、橋の崩壊の原因になっているのは違法な過積載だけである。
３）劣化損傷に伴う事故事例はあるか（第三者被害など）
ない。過積載のトラックだけである。
（４）詳細調査等
１）コンクリート部材や鋼部材に関する詳細調査方法は実施していているか
していない。しかし、Carol Project でコンクリートの圧縮強度を計測するための
シュミットハンマーの使い方は説明された。
２）非破壊検査による調査を実施しているか
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していない
３）舗装下の床版の状況など、不可視部分の調査はどのように実施しているか
今のところ不可視部分の調査はしていない
４）長大橋等で、橋梁の桁の変位、ひずみ等の常時挙動をモニタリングしている
事例はあるか
していない。しかし、タイ＝ラオス友好橋のように長い橋梁では、ラオスとタイ
の両国の公共事業運輸省の別委員会が直接モニタリングと維持管理をしている
５）橋梁点検・調査に関してどのような検査技術、機材を必要としているか
階段では近接できない橋で点検のために使う高所作業車、コンクリートの試験装
置、深い水中にある橋脚や杭の調査ができる機器
３．維持補修
１）点検結果に基づき補修の要否を診断するのは誰か
道路部（公共事業運輸省）
２）要補修対象の橋梁に対して、概ね何年以内に補修を実施しているか
緊急の場合はすぐに実施する。そうでなければ半年～1 年くらいである
３）現状どのような補修工法が多いか（舗装、塗装塗替など）
橋台の侵食、伸縮装置、塗替の補修
４）補修工事の実施において、外注と直営の判断はどうか
全ての補修工事は、入札もしくは指名された業者によってされている
５）どのような補修工法を必要としているか
伸縮装置とベアリングの清掃や取替
４．維持管理計画
１）管理橋梁の点検、診断、補修は、計画的に実施されているか
計画的に行っている
２）点検結果はどのように記録・蓄積されているか（データベース化しているか）
データの蓄積には RMS を使用している
３）維持管理計画策定を支援する橋梁マネジメントシステム（BMS）はあるか
機能は RMS の中にあるが今まで使ったことはない（使い方を知らない？）
４）損傷の程度に応じた適切な補修方法選定のマニュアル類はあるか
LRT がある。
５）計画的な維持管理を行っていくために、どのような技術や仕組みが必要か
質問が理解できない
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(3)

ヴィエンチャン県

国土交通部

2016 Feb 25

General

Questions (Laos)

Location: Department of Public Work & Transport, Vientiane Province
Attendants: Mr. Somsanuk PHUTTHAVONG, Engineer at DPWT
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1.

Size and Organization of bridge maintenance works

1) Number of Bridges under control
64 Numbers (steel and concrete bridge)
2) Organization of bridge maintenance works
The maintenance works are under maintenance team region 3(In charge for: Vientiane
province, Vientiane capital, Borlikhamsai Province, Xaisomboun Province & Khammuan
Province)
3) Engineer or Technician for bridge maintenance works
Total man powers within Department are 90 persons, 30 persons for Road and Bridge
Maintenances
2. Bridge Inspection
(1) General inspection
1) Besides routine inspection, is there prior inspection?
Yes, 1 time per years
2) Are there any standards or manuals use for inspection?
No, the inspection is based on visual inspection only
3) Are there any licenses required for bridge inspector?
No, only carry out in-house training
4) Bridge inspection has been carried out In-house or by others?
Normally by in-house inspection
(2) Inspection Methods
1) Do you use Ladder, bucket vehicle, etc for close inspection?
Only using staircase for close inspection. For large bridge the inspector will use access that
already installed during construction.
(3) Damages Appearance
1) What kind of damages and causes had been regularly found from bridge inspection?
Mostly erosion at abutment were founds
2) Have any severe damages been found?
No, so far only illegal over load that cause bridge to collapse
3)Do you have samples of incident due to bridge damages from corrosion or fatigue? (to third
party)
No, only from over load truck
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(4) Detail Inspections
1) Does the inspection have carried out in detail by inspect of concrete sample

(member)

or steel reinforcement?
No
2)Has Non-destructive inspection method been applied?
No
3)What method or How the Inspection of un-seen locations such as under pavement surface
had been carried out?
So far, never carry out inspection at unseen locations
4) Do you carry out monitoring on bridge movement, vibration, settlement, etc. for large
bridge?
No (lack of know-how and equipment)
5) What kind of equipment and skill/technique need for bridge inspection?
No answer
3. Bridge maintenance
1) Who is the person to make a decision on bridge repairing/maintaining as of inspection
results?
Department of Road (Ministry of Public Work and Transport)
2) For bridge that necessary to be repaired after inspecting, how long does it take to start
repairing work?
For case of emergency carry out maintenance immediately, if not it will take 6 months to 1
years.
3) Currently what kind of maintenance have frequently carried out? (Road surface, painting,
etc)
Repairing erosion at abutment, expansion joint and painting
4) what kind of factors or conditions on making decision to carry out bridge repairing
in-house or contract to contractor?
So far, all maintenance works are given to nominated contractor
5) What type of maintenance method is necessary?
No answer (not understand question)
4. Maintenance Plan
1) Has inspection, evaluation and maintenance been carried out according to implementation
plan or schedule?
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Yes, carry out according to plan
2)How those data of inspection results had been recorded or filed? (Making data base?)
No record at provincial DPWT (May be keep at the Ministry)
3)Is there a system (BMS) use for planning on bridge maintenance?
No.
4)Is there manuals for selecting maintenance method in according to damage types?
No.
5) What method is necessary in order to proceed maintenance works according to plan and
technique?
Not understand the question
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１．橋梁の維持管理規模および体制
１）管理する橋梁数は（または連数は）
鋼橋とコンクリート橋で 64 橋である
２）橋梁の維持管理専門組織はあるか
維持管理は 3 地域で維持管理をしている（担当：ヴィエンチャン県、ヴィエンチ
ャン都、ボリカムサイ県、サイソムブーン県、カムムアン県）
３）橋梁の維持管理を担当する技術者は何人いるか
部署内に全部で 90 人おり、30 人が道路や橋梁の維持管理を担当している
２．橋梁点検
（１）点検全般
１）日常的な点検とは別に、定期的な点検を実施しているか
1 年に 1 回実施している
２）点検の基準類はあるか
ない。点検は目視によるものだけである
３）点検者に資格要件をつけているか
ない。内部での訓練のみである
４）点検実施は直営か、委託か
標準は直営点検である。
（２）点検手法
１）はしご、橋梁点検車を用いた近接点検をしているか
近接するために階段のみ使用している。長大橋の点検では、建設時につけている
通路を使用している
（３）損傷状況
１）どのような損傷種類、損傷原因が多いか
たいていは橋台の侵食である
２）深刻な損傷はあるか
ない。今のところ、橋の崩壊の原因になっているのは違法な過積載だけである。
３）劣化損傷に伴う事故事例はあるか（第三者被害など）
ない。過積載のトラックだけである。
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（４）詳細調査等
１）コンクリート部材や鋼部材に関する詳細調査方法は実施していているか
していない
２）非破壊検査による調査を実施しているか
していない
３）舗装下の床版の状況など、不可視部分の調査はどのように実施しているか
今のところ、不可視部分の点検は行っていない
４）長大橋等で、橋梁の桁の変位、ひずみ等の常時挙動をモニタリングしている
事例はあるか
していない（技術不足である）
５）橋梁点検・調査に関してどのような検査技術、機材を必要としているか
回答なし
３．維持補修
１）点検結果に基づき補修の要否を診断するのは誰か
道路部（公共事業運輸省）
２）要補修対象の橋梁に対して、概ね何年以内に補修を実施しているか
緊急の場合はすぐに実施する。そうでなければ半年～1 年くらいである
３）現状どのような補修工法が多いか（舗装、塗装塗替など）
橋台の侵食、伸縮装置、塗替の補修である
４）補修工事の実施において、外注と直営の判断はどうか
今のところ、全ての補修工事は指名された委託業者が行っている
５）どのような補修工法を必要としているか
回答なし（質問が理解できない）
４．維持管理計画
１）管理橋梁の点検、診断、補修は、計画的に実施されているか
計画的に行っている
２）点検結果はどのように記録・蓄積されているか（データベース化しているか）
地方の公共事業局では記録はしていない（おそらく省がもっている）
３）維持管理計画策定を支援する橋梁マネジメントシステム（BMS）はあるか
ない
４）損傷の程度に応じた適切な補修方法選定のマニュアル類はあるか
ない
５）計画的な維持管理を行っていくために、どのような技術や仕組みが必要か
質問が理解できない
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(4)

サバンナケート県

国土交通部

2016 Feb 26

General

Questions (Laos)

Location: Department of Public Work & Transport, Savannakhet Province
Attendants: Mr. Suvan SENGCHAMPHONE, Department-Deputy Section Head
Mr. Souksavan NANTHAVONG , Engineer
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1.

Size and Organization of bridge maintenance works

1) Number of Bridges under control
Please refer to inventory
2) Organization of bridge maintenance works
Within DPWT there are road and bridge sections responsible for road and bridge
maintenance
3) Engineer or Technician for bridge maintenance works
Total manpower within section are 9 persons, 4 persons responsible for bridge and 5
persons responsible for road,
2. Bridge Inspection
(1) General inspection
1) Besides routine inspection, is there prior inspection?
Yes, 2 times per years before and after raining season
2) Are there any standards or manuals use for inspection?
Yes, using Carol manual provided by JICA, mostly by visual inspection
3) Are there any licenses required for bridge inspector?
No, however all members within the department had been trained by Carol project
4) Bridge inspection has been carried out In-house or by others?
Inspection had been carried out by in-house inspectors
(2) Inspection Methods
1) Do you use Ladder, bucket vehicle, etc for close inspection?
Basically, the inspection will be carried out by general visual checking, only for bridge that
seem to have problem, close inspection then will be carried out and using staircase
(3) Damages Appearance
1) What kind of damages and causes had been regularly found from bridge inspection?
Crack at beam, expansion joint damaged and settlement of approaching slab
2) Have any severe damages been found?
No
3)Do you have samples of incident due to bridge damages from corrosion or fatigue? (to third
party)
No
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(4) Detail Inspections
1) Does the inspection have carried out in detail by inspect of concrete sample

(member)

or steel reinforcement?
No, only visual inspection
2)Has Non-destructive inspection method been applied?
No
3)What method or How the Inspection of un-seen locations such as under pavement surface
had been carried out?
Never carry out inspection at unseen locations
4) Do you carry out monitoring on bridge movement, vibration, settlement, etc. for large
bridge?
No
5) What kind of equipment and skill/technique need for bridge inspection?
Bucket vehicle
3. Bridge maintenance
1) Who is the person to make a decision on bridge repairing/maintaining as of inspection
results?
Department of Road (Ministry of Public Work and Transport)
2) For bridge that necessary to be repaired after inspecting, how long does it take to start
repairing work?
For case of emergency carry out maintenance immediately, if not it will take 6 months to 1
years.
3) Currently what kind of maintenance have frequently carried out? (Road surface, painting,
etc)
Epoxy injection for cracks, expansion joint repair and painting
4) what kind of factors or conditions on making decision to carry out bridge repairing
in-house or contract to contractor?
All maintenance works are carried out by contractor
5) What type of maintenance method is necessary?
No answer (not understand question)
4. Maintenance Plan
1) Has inspection, evaluation and maintenance been carried out according to implementation
plan or schedule?
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Yes, according to plan
2)How those data of inspection results had been recorded or filed? (Making data base?)
Keep file in computer according to Carol manual
3)Is there a system (BMS) use for planning on bridge maintenance?
No.
4)Is there manuals for selecting maintenance method in according to damage types?
Using Carol manual supported by JICA
5) What method is necessary in order to proceed maintenance works according to plan and
technique?
Need know how on how to use BMS
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１．橋梁の維持管理規模および体制
１）管理する橋梁数は（または連数は）
一覧を参照してください
２）橋梁の維持管理専門組織はあるか
DPWT 内に道路と橋梁の維持管理の責任部署がある
３）橋梁の維持管理を担当する技術者は何人いるか
部署全員では 9 人おり、4 人は橋梁、5 人は道路の責任者である
２．橋梁点検
（１）点検全般
１）日常的な点検とは別に、定期的な点検を実施しているか
雨期の前後で年 2 回実施している
２）点検の基準類はあるか
JICA からもらった Carol マニュアルを使っている。大部分は目視点検である
３）点検者に資格要件をつけているか
ない。しかし部署内の全員は Carol プロジェクトで訓練を受けている
４）点検実施は直営か、委託か
直営で行っている
（２）点検手法
１）はしご、橋梁点検車を用いた近接点検をしているか
基本的に点検は概略の目視点検をおこなっている。問題がありそうな橋梁につい
てだけ階段を使用した近接点検を行っている。
（３）損傷状況
１）どのような損傷種類、損傷原因が多いか
桁のひびわれ、伸縮装置の損傷、取付道路スラブの沈下
２）深刻な損傷はあるか
ない
３）劣化損傷に伴う事故事例はあるか（第三者被害など）
ない
（４）詳細調査等
１）コンクリート部材や鋼部材に関する詳細調査方法は実施していているか
していない。目視点検のみである。
２）非破壊検査による調査を実施しているか
実施していない
３）舗装下の床版の状況など、不可視部分の調査はどのように実施しているか
不可視部分の調査はしていない。
４）長大橋等で、橋梁の桁の変位、ひずみ等の常時挙動をモニタリングしている
事例はあるか
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ない
５）橋梁点検・調査に関してどのような検査技術、機材を必要としているか
高所作業車
３．維持補修
１）点検結果に基づき補修の要否を診断するのは誰か
道路部（公共事業運輸省）
２）要補修対象の橋梁に対して、概ね何年以内に補修を実施しているか
緊急の場合はすぐに実施する。そうでなければ半年～1 年くらいである
３）現状どのような補修工法が多いか（舗装、塗装塗替など）
ひびわれへのエポキシ樹脂注入、伸縮装置補修、塗替
４）補修工事の実施において、外注と直営の判断はどうか
全ての補修工事は建設業者が行っている
５）どのような補修工法を必要としているか
回答なし（質問が理解できない）
４．維持管理計画
１）管理橋梁の点検、診断、補修は、計画的に実施されているか
計画的に行っている
２）点検結果はどのように記録・蓄積されているか（データベース化しているか）
Carol マニュアルに従って、コンピュータ内のファイルに保存している
３）維持管理計画策定を支援する橋梁マネジメントシステム（BMS）はあるか
ない
４）損傷の程度に応じた適切な補修方法選定のマニュアル類はあるか
JICA によって提供された Carol マニュアルを使用している
５）計画的な維持管理を行っていくために、どのような技術や仕組みが必要か
BMS の使い方を知る必要がある
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Savannakhet Province の工場用地
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(5)

チャンパーサック県

国土交通部

2016 Feb 26

General

Questions (Laos)

Location: Department of Public Work & Transport, Chanpasak Province
Attendants: Mr. Vansana, Deputy Head of Road and Bridge Section
1.

Size and Organization of bridge maintenance works

1) Number of Bridges under control
20 numbers under the department control and one Mekong bridge
2) Organization of bridge maintenance works
Within DPWT there are road and bridge sections responsible for road and bridge
maintenance
3) Engineer or Technician for bridge maintenance works
1 person responsible for bridge maintenance works
2. Bridge Inspection
(1) General inspection
1) Besides routine inspection, is there prior inspection?
Yes, 1 time per year
2) Are there any standards or manuals use for inspection?
No manual
3) Are there any licenses required for bridge inspector?
No
4) Bridge inspection has been carried out In-house or by others?
Inspection had been carried out by in-house inspector
(2) Inspection Methods
1) Do you use Ladder, bucket vehicle, etc for close inspection?
Yes, using staircase for visual inspection
(3) Damages Appearance
1) What kind of damages and causes had been regularly found from bridge inspection?
Crack on concrete girder beam, for steel bridge there are loosen of nuts mostly found
2) Have any severe damages been found?
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No
3)Do you have samples of incident due to bridge damages from corrosion or fatigue? (to third
party)
No
(4) Detail Inspections
1) Does the inspection have carried out in detail by inspect of concrete sample

(member)

or steel reinforcement?
No, only visual inspection
2)Has Non-destructive inspection method been applied?
No
3)What method or How the Inspection of un-seen locations such as under pavement surface
had been carried out?
Never carry out inspection at unseen locations
4) Do you carry out monitoring on bridge movement, vibration, settlement, etc. for large
bridge?
Yes, only for Pakse Bridge crossing Mekong river (Still monitoring by Shimizu)
5) What kind of equipment and skill/technique need for bridge inspection?
Bucket vehicle, Crack gauge and manual regarding maintenance works
3. Bridge maintenance
1) Who is the person to make a decision on bridge repairing/maintaining as of inspection
results?
Department of Road (Ministry of Public Work and Transport)
2) For bridge that necessary to be repaired after inspecting, how long does it take to start
repairing work?
For case of emergency carry out maintenance immediately, if not it will take 6 months to 1
years.
3) Currently what kind of maintenance have frequently carried out? (Road surface, painting,
etc)
Expansion joint, nuts, cable and painting
4) what kind of factors or conditions on making decision to carry out bridge repairing
in-house or contract to contractor?
Hiring contractor to carry out maintenance works
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5) What type of maintenance method is necessary?
No answer (not understand question)
4. Maintenance Plan
1) Has inspection, evaluation and maintenance been carried out according to implementation
plan or schedule?
Yes, according to plan
2)How those data of inspection results had been recorded or filed? (Making data base?)
Keep file for 3 years
3)Is there a system (BMS) use for planning on bridge maintenance?
No, only for road (RMS)
4)Is there manuals for selecting maintenance method in according to damage types?
No manual, only consult with the DOR in Vientiane
5) What method is necessary in order to proceed maintenance works according to plan and
technique?
Need to increase personnel, give training on inspection and supply suitable equipment
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１．橋梁の維持管理規模および体制
１）管理する橋梁数は（または連数は）
部で管理している 20 橋とメコン川の橋 1 橋
２）橋梁の維持管理専門組織はあるか
DPWT 内に道路と橋梁の維持管理の責任部署がある
３）橋梁の維持管理を担当する技術者は何人いるか
維持管理の責任者は 1 人
２．橋梁点検
（１）点検全般
１）日常的な点検とは別に、定期的な点検を実施しているか
年 1 回実施している
２）点検の基準類はあるか
マニュアルはない
３）点検者に資格要件をつけているか
つけていない
４）点検実施は直営か、委託か
直営（点検は内部の点検者が行っている）
（２）点検手法
１）はしご、橋梁点検車を用いた近接点検をしているか
している。近接のために階段を使用している
（３）損傷状況
１）どのような損傷種類、損傷原因が多いか
コンクリート桁のひびわれ、鋼橋では大部分にナットのゆるみが見つかる
２）深刻な損傷はあるか
ない
３）劣化損傷に伴う事故事例はあるか（第三者被害など）
ない
（４）詳細調査等
１）コンクリート部材や鋼部材に関する詳細調査方法は実施していているか
していない。目視点検のみである
２）非破壊検査による調査を実施しているか
実施していない
３）舗装下の床版の状況など、不可視部分の調査はどのように実施しているか
不可視部分の点検は行っていない
４）長大橋等で、橋梁の桁の変位、ひずみ等の常時挙動をモニタリングしている
事例はあるか
ある。メコン川にかかるパクセ橋のみ（今も清水建設がモニタリングしている）
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５）橋梁点検・調査に関してどのような検査技術、機材を必要としているか
高所作業車、クラックゲージ、維持管理に関するマニュアル
３．維持補修
１）点検結果に基づき補修の要否を診断するのは誰か
道路部（公共事業運輸省）
２）要補修対象の橋梁に対して、概ね何年以内に補修を実施しているか
緊急の場合はすぐに実施する。そうでなければ半年～1 年くらいである
３）現状どのような補修工法が多いか（舗装、塗装塗替など）
伸縮装置、ナット、ケーブル、塗替
４）補修工事の実施において、外注と直営の判断はどうか
補修工事をするために建設業者を雇っている
５）どのような補修工法を必要としているか
回答なし（質問が理解できない）
４．維持管理計画
１）管理橋梁の点検、診断、補修は、計画的に実施されているか
計画的に行っている
２）点検結果はどのように記録・蓄積されているか（データベース化しているか）
3 年間ファイルに保存している
３）維持管理計画策定を支援する橋梁マネジメントシステム（BMS）はあるか
ない。道路のためのシステム（RMS）だけである
４）損傷の程度に応じた適切な補修方法選定のマニュアル類はあるか
ない。ビエンチャンの DOR と相談するだけである
５）計画的な維持管理を行っていくために、どのような技術や仕組みが必要か
職員の増員、点検の訓練、機器の供給
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3.3 在ラオス日本国大使館へのヒアリング
■日時：平成 28 年 2 月 25 日（木）9:30-10:30
■場所：在ラオス日本国大使館

会議室

■出席者：在ラオス日本国大使館

二元裕子一等書記官
栗原崇二等書記官（経済協力班、国土交通省派遣）

広島工業大学

中村一平

■打合せ内容：
大使館から提供された「ラオスの道路インフラ」により説明を受けた。
首都ビエンチャン以北は中国が開発、ビエンチャンより南の道路は日本が中心になり
整備しており、走行状態はほぼ良好である。
現在の課題は、過積載対策である。
河川の関する問題点として、
① 護岸の浸食
主に、メコン川の支流で発生しており、数名の人命が奪われている。
対策として、応急復旧を行っている。
② 水運
メコン川を利用して中国⇔タイ間で農産物のバーター貿易が行われており、
500 トン級の大型船舶を航行させるためにラオス政府の許可なしで（中国？ま
たは、タイ？が）浚渫を行っており、メコン川の河床低下が懸念されている。
③ ダム開発
水量の豊富なメコン川水系を利用して水力発電が積極的に行われているが、総
発電量の 20%を自国で消費し、残り 80%を開発権と共にタイに売却している。

参 2-79

参 2-80

3.4 JICA ラオス事務所へのヒアリング
■日時：平成 28 年 2 月 24 日（水）16:00-17:00
■場所：JICA ラオス事務所

会議室

■出席者：JICA ラオス事務所

小椋 亨専門家（インフラおよび都市環境）
Phouthaphone VORABOUTH

広島工業大学

中村一平

■打合せ内容：
JICA が実施した
①

第２メコン国際橋架橋事業

②

国道九号線（メコン地域東西経済回廊）整備計画

③

ビエンチャン一号線整備計画（第１，２期）

の概要およびその効果について説明を
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4.

ミャンマー

4.1 現地視察
(1)

代表的な橋梁の状況

●

【1-① 8 Mile Junction flyover 】

交通渋滞の緩和のために建設された跨道橋である。

【出典：The Global New Light Of Myanmar】
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●

【1-② ヤンゴン市内の新しい跨道橋 】

●

【1-③ ヤンゴン市内の古い跨道橋 】
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●

【1-④ ヤンゴン市内の古い跨道橋 】

●

【1-⑤ ヤンゴン近郊の鉄道橋 】
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●

【1-⑥ ヤンゴン川に架かる橋 】

●

【1-⑦ ヤンゴン郊外の高速道路とサービスエリア 】
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(2)
●

ヤンゴンの鉄道の状況
【2-① ヤンゴン郊外の鉄道 】
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【出典：The Global New Light Of Myanmar】
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4.2 管理事務所へのヒアリング
現地の管理事務所で下記の項目を照会した。

Technical Questions for Myanmar ( from Mr.Zaw )
Structures


What is the ratio of structure types? (e.g. Co bridge, M bridge, earth work or tunnel)
What about the age of each structure type?



The ratio of type structure between Co Bridge & M bridge = 30% : 70% , there is no earth
work or tunnel in current construction work. The age for Co bridge is 100years & M
bridge is 80 years.
Maintenance process and staffs



How many staff members do you have in the Maintenance department? What are the
levels of the staff and ratio of staffs between on site and management?



It is about 1000 staffs in Maintainance department.



The levels of staffs are G1, Director, Engineer, Assitant engineer, supervisors & general
labors.



The ratio of staff between on site & management is 80% : 20%.



To what extent do you outsource or use internal capability?



1 : 50

Inspection and Repair


How often/ how do you inspect structures?



every six months



What kind of repair work do you implement? (E.g. proactive or reactive?)



proactive. Generally they inspect every six month.



Do you have any guideline or standard regarding inspection and repair?



No guideline nor specific standard following.



Do you have any database and how do you make use of it?
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Yes, using database. But he don't know in details.



What kind of machinery do you hold regarding inspection and repair? How do you access
with maintenance materials?



Using earth moving machinery & road moving machinery.



Ordering spare parts from overseas.



Could you tell us a flow from outcome of inspection work to maintenance? ( How do you
make a plan regarding repair?)



Depending on every six months inspection outcome, they calculate & try to fix the defects,
If it can be solvedby repairing. Otherwise order spareparts from overseas to substitute
the defects.

Damages on structures


Is there any notable damage on each structure? How often do you find per year?



sometimes crackline & settlement damages. No specific. But whenever they find defects/
damage, they use to measure & recalculate to solve the issue.



Is there any unique damage? E.g. ASR, fatigue for steel plate deck , Long-span bridge



No unique damage for current situation. Whenever deflection / allowance is more than
1:200 , it is processed to repair.

Others


How do you conduct crackdown on axle weight? How often?
He don't know much details about this issu
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橋梁の維持管理規模
管理する構造物の種類と橋齢は
⇒コンクリート橋と鋼橋の割合は 30%：70%
⇒土工とトンネルはない
⇒橋齢はコンクリート橋は 100 年、鋼橋は 80 年
維持管理体制
維持管理専門組織には何人いるのか
⇒だいだい 1000 人
⇒職員のレベルは G1 である。管理職、エンジニア、アシスタントエンジニア、
監督者、一般的な労働者である
⇒現場と管理の割合は 80%：20%
委託と直営はどの程度の割合か
⇒1：50
点検と補修について
どれくらいの頻度で点検を行っているか、またどのような方法で行っているか
⇒6 ヶ月ごとに行っている
どのような補修をしているか（例えば予防的か事後的か）
⇒予防的である。6 ヶ月ごとに点検をしているので。
点検や補修に関してガイドラインや基準はあるのか
⇒ガイドラインや明確な基準はない。
データベースはあるのか。どのように使っているのか
⇒データベースはあるが詳細はわからない。
点検や補修についてどのような機械でしているか。またどのように近接しているか。
⇒土工用機械を使っている
点検から補修するまではどのような流れか（どのように補修計画をたてているか）
⇒6 ヶ月ごとの点検結果に頼っている。補修で解決しそうであれば計算して補修
する。
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損傷について
それぞれの構造物について、深刻な損傷はあるか。また年のどれくらい見つかるか。
⇒時々ひびわれや沈下があるが明確ではない。
特徴的な損傷はあるか（ASR や長大橋の鋼板の疲労など）
⇒現時点では特徴的な損傷はない。たわみが許容値の 1/200 を超えたら、補修を
検討する。

その他
軸重の取り締まりはどのように行っているか。またどのくらいの頻度で行っている
か。
⇒詳細は不明
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4.3 JICA ミャンマーへのヒアリング
■日時：平成 28 年 3 月 24 日（木）16:00-17:00
■場所：JICA ミャンマー事務所

会議室

■出席者：JICA ミャンマー事務所
広島工業大学

早川哲史所員

中村一平

■打合せ内容：
JICA が実施した
①

新タケタ橋建設計画

②

カチン州およびチン州道路建設機材整備計画

③

ラカイン州道路建設機材整備計画

④

カレン州道路建設機材整備計画

の概要およびその効果について説明を受けた。
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【参考資料-3】実橋でのモニタリング技術の実用性検証

参 3-1

1.

実橋でのモニタリング技術の実用性検証

1.1 検証技術の抽出
実橋でのモニタリング技術の実用性検証について、前項で抽出した課題とニーズを踏まえて対
象を選定する。
新興国では、日本に比べてインフラ自体の供用年数が短く、既に重大な損傷状況に陥ったレベ
ルにはなく、構造物の健全性をモニタリングする段階には入っていない。
一方、橋梁点検については比較的進んだ状況にあり、点検マニュアルを整備し、定期的に近接
目視を行い、点検結果のデータベース化を行っている。今後、損傷データの活用を含めた展開が
期待される。
新興国のニーズとしては点検作業の省力化が期待されるところであり、我が国での動向にも近
寄った部分である。国内では、作業の自動化をより進めるためのロボット等の装置をより効果的
に導入するため仕組み作りを進めており、その中で主流となる小型無人ヘリを用いた点検技術に
ついては、台湾でのヒアリングにおいて、墜落した場合のリスクが高いことから敬遠されたこと
から、ポール型点検ロボットについて実証検証を行うこととする。
表 1.1 点検技術に関するタイ、台湾の状況
項目

タイ

台湾

点検種別

日常点検、定期点検

日常点検、定期点検、特別点検

点検マニュアル

あり

あり

点検足場

高所作業車

点検車

点検員の資格要件

なし

なし

表 1.2 点検作業に関わる調査手法
番号

調査名称

調査概要

ICT
技術

1

橋梁点検車・高所作業車・リフト車
を用いた橋梁点検

橋梁点検車、高所作業車、リフト車を用いること
で、足場（仮設）を組めない場所（河川上、海上）
や立ち入りが困難な場所での橋梁へのアクセス
し、近接目視を行う。

2

簡易橋梁点検機（カメラ）を用いた
橋梁点検

橋面上からカメラを遠隔操作による近接目視に
て、損傷状況を把握する。

○

3

携帯情報端末システム
（タブレット PC 等）を用いた橋梁点検

点検結果を現場でタブレット PC 等の端末を用い
て入力し、記録内容のデジタル化および作業の効
率化を図る。

○

4

小型無人ヘリ（SPIDER）を用いた
橋梁点検

小型無人ヘリにより構造物を遠隔から点検する。

○

5

ポール型点検ロボット(giraffe)を
用いた橋梁点検

高所や橋梁桁下など今まで目視では見えづらか
った箇所の状況を確認することができる。

○

6

長距離型 3D レーザを用いた計測

構造物を三次元計測し、そこにある損傷も含めて
再現する。

○
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1.2 ポール型点検ロボット技術の概要
1.2.1

概要

ポール型点検ロボットとは、伸縮可能なポールの先端に自動姿勢制御と遠隔操作が可能なカメ
ラを装着したものである。
この技術を使用することで、高所や橋梁桁下など今まで目視では見えづらかった箇所の状況を
確認することができる。手元でモニターを見ながらカメラの遠隔操作を行うことができ、さらに
ポールが揺れてもカメラは自動的に姿勢を保つため、容易に見たい箇所を見る事ができる。

自動姿勢制御
機能付きカメラ

上下操作が可能

1.5m～10m まで
伸縮可能

図 1.1 ポール型点検ロボットの概要
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1.2.2

活用事例

ポール型構造物点検ロボットシステムを使用すれば、地上から目視確認することが困難であっ
た箇所を梯子や高所作業車を使用することなく近接することができる。
また、カメラは手元のコントローラおよび WiFi 接続のタブレットで遠隔操作が行うことがで
き、リアルタイムでカメラからの画像を見ながらシャッターを切ることができるため、確認した
い箇所を正確に撮影することができる。

【撮影状況】

地上から目視が困難であった
桁端部も簡単かつ安全に確認可能

【操作状況】

【撮影画像】

図 1.2 撮影状況
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1.3 台湾での実用性検証
1.3.1

CECI 社について

CECI 社は台湾最大手の建設コンサルタント会社であり、道路、橋梁、鉄道、電力、建築、港
湾、IT など幅広い分野で多くの実績を有しております。台湾以外では、中国、インドネシア、
ベトナム、シンガポールなど東南アジアをはじめ、中東、中南米、アフリカなど世界各地で事業
を展開している。
訪問先である「CECI 社」の概要を示す。
1)

：台 湾世曦工程 顧問股份有 限公司（CECI Engineering Consultants Inc.,

名称

Taiwan）
2)

事業内容：道路、橋梁、鉄道、水資源、環境、建築、電気、情報システムなど

3)

設立

：2007 年 5 月

4)

所在地

：台北市内湖区陽光街 323 号

5)

従業員

：1,800 名

1.3.2

CECI 社

本社へのヒアリング

■日時：平成 28 年 6 月 24 日（金）11:00～12:00
■場所：CECI 社

本社会議室

■出席者：CECI 社

：周、李

建設技術研究所：松岡、光川、塚田
■打合せ内容：
弊社から「日本の橋梁維持管理状況」と「ICT を活用した構造物点検手法の紹介」を行った。
(1）定期点検について


日本では５年に１回点検をするということになっているが、台湾では２年に１回である。



台湾はアメリカと同じで２年に１回の点検であるが、２年に１回の点検の内容と５年に１
回の点検の内容は多分違うと思う。日本の点検のマニュアルはＨＰで公開されているので、
見ていただければわかると思うが、かなり細かい点検になっている。



役所が発注して、コンサル（CECI）が受注して実施している。



点検する資格は国家資格である。



橋梁点検車や高所作業車を使って点検をしている。



発注者から点検作業以外に塗装塗替の要求もある。



点検業務は、儲けが少ない。

(2) 点検結果を格納するシステムについて


国が作成したシステムに格納している。



システム自体は、別のコンサルが作成している。



システムを使って、点検写真から損傷レベルや健全度を判断している。
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(3) ICT を活用した構造物点検手法について


台湾で機械を購入する場合、メンテナンスが必要となる。もし故障したら、日本に送って
修理してもらえるのか。
（販売代理店で対応可能であると思う）

■CECI 本社
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1.3.3

CECI 社

現場事務所へのヒアリングと実用性検証

■日時：平成 28 年 6 月 24 日（金）14:00～16:00
■場所：CECI 社

現場事務所会議室、現地（高揚高架橋）

■出席者：CECI 社

：朱、李

威勝営造

：謝

建設技術研究所：松岡、光川、塚田
■打合せ内容：
弊社から「日本の橋梁維持管理状況」と「ICT を活用した構造物点検手法の紹介」を行った。
(1）ジラフについて


タブレット内でクラックが表示できれば、すばらしい。



現状では、撮影した画像を持ち帰って画像解析している。

(2) 地震後の点検について


全面的に通行止めする。点検マニュアルは道路管理者が持っていて公開はされていない。
点検は管理者がする。



3STEP ある。まず、高速道路の CCTV で１５分以内に確認をする。第２STEP として、
２時間以内に専用の車が地震の地域に行ってパトロールを行う。第３STEP は地震から計
算して３日間以内に点検を実施する。



ほぼすべての橋梁に CCTV カメラが付いている。

(5) ICT を活用した構造物点検手法について


光ファイバーを設置するような特別なモニタリングは、全橋は行っていない。



無人ヘリだと桁と桁の間に入れないこと、GPS の信号がなくなることに困っている。そう
するとこの場合にはヘリが使えないので、ジラフを使うしかない。



台湾では橋梁の下が高速道路である。そうするとこんなに規制が厳しかったら橋の点検に
はだいぶ制限される。
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■CECI 現場事務所

■高揚高架橋

位置図

高揚高架橋
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■高揚高架橋

関連記事
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STUDY ON THE DISSEMINATION OF PRACTICAL MAINTENANCE
MENTHODS OF ROAD BRIDGE IN DEVELOPING COUNTRIES:
APPYLING ICT WITH A CONSIDERATION OF THE ACTUAL
SITUATION
Ippei Nakamura1 Toshikazu Matsuoka2 Nobuhiro Mitsukawa2
1
Hiroshima Institute of Technology 2CTI Engineering Co, Ltd

To promote the development of new business market as packages toward to the developing
countries in the future, this study presents there is a big business opportunity in the field
of infrastructure development and maintenance. Together with using ICT technology in a
continuous-to-use form on site maintenance and management techniques of road bridge, practical
maintenance methods could be introduced under a consideration of the actual situations and
the maintenance needs in the developing countries.
Among the Southeast Asian countries, like Taiwan, Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar,
the management status in the road bridge maintenance, personnel structure, and evaluation
criteria have been studied. And the difficulties and requirements during maintenance have been
summarized. On the other hand, the potential of marketing expansion has been verified through
collecting various road bridge maintenance cases using ICT technology in Japan and overseas,
studying practical maintenance methods used in the developing countries, and performing the
monitoring technology in the actual bridge. At the same time, all the occurring problems during
promoting the road bridge maintenance and management techniques toward to the developing
countries, would be discussed and solved in view of maintenance management environment, point
inspection, implementation approach and evaluation record. The solutions could be further
applied in the small-size municipalities with similar issues in Japan.

ICT technology, marketing expansion in developing countries, packaging of
maintenance technique.
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新興国での実情を考慮したＩＣＴ活用による
道路橋の実用的な維持管理手法の普及に関する研究
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研 究 者・所 属
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松岡 利一、光川 直宏・
（株）建設技術研究所

4．実橋でのモニタリング技術の実用性検証
台湾の大手コンサルタントおよび現場事務
所において、実橋の橋脚に対するポール型点
検ロボットの実用性検証を行い、ICT技術を活
用したモニタリング技術の評価を行った。管
理担当者へのヒアリングの結果、機材の購入
や活用といった前向きな意見もある中で、更
なる付加機能（ひびわれ検知等）のリクエス
トもあり、市場拡大の可能性を確認した。

1．研究目的
近年、我が国でも構造物の劣化に伴う維持
管理の重要性が喫緊の課題となっているが、
新興国でも同様の事態が発生している。我が
国では優れた維持管理手法が開発、実用化さ
れているが、東南アジア諸国をはじめとする
新興国の実情に即した維持管理のニーズを把
握し、ICTを活用した道路橋の維持管理手法を
現場で継続的に使える形で展開することを目
指す。
本研究は、新興国特有または独自の課題を
考慮している点に新規性がある。また、新興
国でのパッケージ化に向けた基盤整備やイン
フラ維持管理に関わる新規ビジネス市場の創
出を促すことが期待され、今後の大きなビジ
ネスチャンスとしての発展性も有している。

5．我が国の維持管理手法を新興国に普及する
ための課題整理
我が国の維持管理手法を新興国へ普及して
いく上での課題点を維持管理環境（①施設の
老朽化、②技術力不足、③技術者のモラル不
足、④技術者不足、⑤予算不足）、点検・診
断（⑥点検要領の未整備、⑦点検機材の未整
備、⑧詳細調査方法の未知）、措置（⑨補修
補強工法・材料の未知）、記録（⑩記録シス
テム等の不整備）の観点から洗い出した。

2．国内外のICT技術を活用した道路橋の維持
管理手法に関する事例収集
国内外におけるICT技術を活用した道路橋
の維持管理手法に関する事例収集を行い、
個々の技術について、その特徴や優位性の整
理、評価を行った。ICT技術を活用した維持管
理手法では常時モニタリングに関するものが
多く開発、提案されているが、新興国に対し
てはあまり高度で複雑なシステムよりもシン
プルなICT技術を有する点検機材等が推奨さ
れる。

6．国内の小規模自治体への展開
国内市町村における維持管理の実情は新興
国における実情と共通している。比較的大き
な規模の市では、新興国の先進国と同じ維持
管理レベルにあり、ICT技術を活用したポール
型点検ロボットに対して、カメラの機能向上
等、リクエストが挙がっている。町や村の場
合、土木管理に関わる人材も少ないことから、
新興国の中進国と同等の維持管理レベルであ
ることが想定される。

3．新興国における道路橋の維持管理に関する
課題とニーズの抽出
東南アジア諸国のうち、台湾、タイ、ラオ
ス、カンボジア、ミャンマーの5カ国に対して、
各国が管理する道路橋の維持管理状況、人員
体制、評価基準などに関するヒアリングを行
い、抱えている懸案事項や課題の整理、そし
て要求されるニーズの抽出を行った。東南ア
ジア諸国間でも維持管理レベルは異なってお
り、新興国に対しては国内で活用されている
技術は十分に導入することが可能である。総
じて、高度なものよりも機能がシンプルな技

7．まとめ
今後、新興国でのパッケージ化に向けた基
盤整備やインフラ維持管理に関わる新規ビジ
ネス市場の創出を促し、大きなビジネスチャ
ンスとしての発展性を期待するために、本研
究は、その実現のため、新興国の実情に即し
た維持管理のニーズを把握し、ICTを活用した
道路橋の維持管理手法を現場で継続的に使え
る形で展開することを検討した。
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