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１．はじめに 

 

１．１ 研究背景 

 

全国に橋長15ｍ以上の道路橋は約16万橋あるが，今後20年で約半分の橋梁は橋齢50年を

超える．これらの橋梁は鋼及びコンクリートの経年劣化が進み，劣化損傷が多発する危険

があり，全国各地で落橋に至らないまでも鋼材の破断などの報告がなされている．そのよ

うな中，橋梁の計画的な維持管理を目的として全国の各自治体において長寿命化修繕計画

が策定されている．しかし，平成24年４月時点での計画の策定率は，都道府県（政令市を

含む）は98％まで進んでいるのに対して，市区町村は約51％と半分程度にとどまっている．

さらに，市区町村では技術力不足，財政的な問題，技術者の人材不足の３つを主な理由と

して，未だに約１割の自治体が定期点検を実施していない状況である1)． 

長崎大学のインフラ長寿命化センターは，長崎県と連携して，重要な社会資本である道

路インフラ施設の維持管理に関する知識・技術の習得を目的とし，文部科学省科学技術戦

略推進費に採択された「観光ナガサキを支える“道守”養成ユニット」を平成20年から実

施している2)．この事業では，一般市民および地元建設・コンサルタント業者や自治体職員

を対象とし，近隣に住み構造物の異常を気づける道守補助員，点検作業ができる道守補，

点検計画立案・健全度診断ができる特定道守，道路全体の維持管理や高度な技術開発がで

きる道守の４つのレベルの人材を養成しており，300名以上の認定者が県内各地で活躍して

いる．認定者からは“道守シート”と呼ばれる道路インフラの異常を報告する異常報告シ

ステムがあり，現在，ICT技術を利活用した通報システムを構築中で，簡便に高精度かつ均

質化された最新情報の収集を目指している． 

また，インフラ長寿命化センターでは，光学的非接触全視野計測法による構造物の診断

法を開発している3)．既存インフラの維持管理を考えると，本来の非破壊検査の役割として

は，構造物全体としての性能についても検査できることが重要になってくる．損傷や材料

劣化を評価する方法として，構造同定を援用する方法があり，構造同定手法は，構造物の

振動特性等の外部応答から，構造物の材料特性分布等を同定するものである．その一つと

して，数十ｍの遠距離計測が可能なレーザドップラ速度計4)（Laser Doppler Velocimeter，

以下：LDV）の適用が挙げられる．LDVを用いることにより，簡易に振動特性の計測や動的

変位の計測が行うことができ，その計測結果を構造同定に適用することが可能となってい

る． 

実構造のメンテナンスを想定すると，設計図面が残っていない構造物の構造・形状デー

タや，老朽化した構造物のひび割れや剥離等の変状がどの程度の年数でどれほど増加した

か，などの情報を取得する必要がある．定期的な検査で計測された三次元データは，静的・

動的解析による耐震診断法の基礎データとして使用することもできるし，また，三次元デ

ータベースの維持管理システムを更新することにより，構造物の劣化に対する予防保全や
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維持管理に利用できる．構造物の劣化を診断し余寿命を予測するためには，その劣化メカ

ニズムを面的に精確に把握し，劣化に至るまでの状態をリアルタイムに計測する必要があ

る．また，構造物の表面や内部の情報を遠隔･非接触で効率的に計測し，計測結果の画像情

報や物理量をデジタルデータとして保存し，計測情報をデータベース化しておけば，長期

にわたる構造物のカルテが蓄積され，構造物の診断に活用することができる．その先に，

効率が高く，かつ，効果的な補修・補強等の維持管理法があるものと考えられる． 

 

 

１．２ 本研究の目的と構成 

 

 以上のような状況に鑑み，本研究では，限られたコストと人材の中で，長崎県内橋梁の

維持管理が効率的・持続的に行われる環境を創出することを目的とし，維持管理のための

データベース化を行う． 

長崎県内で統一した橋梁アセットマネジメントシステムを利用する場合，点検項目や損

傷評価などが異なる場合が考えられる．そこで本研究では，これらの変換ルールを検討し，

市町でも利用できる簡易な橋梁アセットマネジメントシステムを構築する．これらのデー

タは，既存のデータベースに組み込むもので，ダウンロード型アプリケーションによる携

帯情報端末を使用し，道路構造物の異常に関する通報システムを利用して，点検情報の蓄

積，情報の均質化を行い，最新の点検報告によりデータベースの拡充が図られる． 

 一方，コンピュータ性能の向上に伴い，近年多様な機能を備えた有限要素解析ソフトが

実用化されており，記憶容量や計算時間などが解消されつつある．そのため，以前まで用

いられた格子桁解析や２次部材（床版や桁などの主要部材を除く部材）を簡略化したモデ

ルではなく，すべての部材を含めた鋼橋梁のモデル化が可能となっており5)，より精度の高

い解析結果を得ることが可能となっている．そこで本研究では，Marc6)，DIANA7)等の有限要

素解析ソフトを使用し，長崎県内橋梁の３次元FEMモデルの構築，データベース化を行う．

これにより損傷発見時に迅速に解析できるため，早期対策が可能となる． 

本研究の意義は，専門家による点検報告・対策に加えて，日常的な状態監視のデータが

収集されることにより，正確な判断・予測が可能となり，道路構造物の安全性の向上と維

持管理コストの削減が実現される．また，今回は長崎県管理の橋梁を対象としているが，

技術力不足，財政的な問題，人材不足などの問題がある市町への展開が期待できる．さら

に開発を進めることで将来的には舗装やトンネル，斜面など拡大し道路インフラ全体の効

果的・効率的な維持管理システムの他地域への展開が期待できる． 
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１．３ 本研究計画の概略 

 

 本研究計画は，（１）橋梁アセットマネジメントシステムの長崎県内橋梁への適用と（２）

長崎県内橋梁の３次元FEMモデルの構築に大別できる．それぞれの概略は以下のとおりであ

る． 

（１）橋梁アセットマネジメントシステムの長崎県内橋梁への適用 

長崎県管理の橋梁を対象に，市町でも利用できる簡易な橋梁アセットマネジメントシス

テムへの適用を検討する．点検項目や損傷評価などの違いによる変換ルールを検討し，長

崎県長寿命化修繕計画との比較を行い，入力情報，各種パラメータ等の及ぼす影響につい

て検討する． 

（２）長崎県内橋梁の３次元FEMモデルの構築 

Marc，DIANA等の有限要素解析ソフトを使用し，15橋程度の県内橋梁の３次元FEMモデル

を構築し，データベース化する．損傷が発見された場合は，モデルを取り出し損傷を付加

し解析することで，早期対策が可能となる． 

 これらを図1-1に示す既存のデータベースに付加することにより，限られたコストと人材

の中で，長崎県内橋梁の維持管理が効率的・持続的に行われる環境を創出する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-1 長崎県内橋梁の維持管理データベース全体概要 
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１．４ 本報告書の構成 

 

本報告書の構成は，次のとおりである． 

まず，第１章において，本研究の着手に至った背景，目的および意義について述べ，本

研究計画の概略を述べた． 

第２章においては，橋梁アセットマネジメントシステムの長崎県内橋梁への適用性を明

らかにするため，点検項目や損傷評価などの違いによる変換ルールを検討した． 

第３章においては，長崎県内橋梁の３次元FEMモデルを構築するため，15橋程度の県内橋

梁の３次元FEMモデルを作成し，LDVによる計測結果との比較を行った． 

第４章においては，まとめと今後の課題を記述した． 
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２．橋梁アセットマネジメントシステムの長崎県内橋梁への適用 

 

２．１ 序論 

 

 長崎県版橋梁中長期修善計画策定及び点検支援システム（以下：長崎県版システム）は，

長崎県の土木部が平成18年度に策定した「公共土木施設維持管理基本方針」8)に基づいたシ

ステムである．一方，市町でも利用できる簡易な橋梁アセットマネジメント（以下：橋梁

AMS）は，国総研の「道路橋に関する基礎データ収集要領（案）」9)に基づきデータベース

の構築を行っている．そのため，長崎県版システムを統一した橋梁AMSに適用させるために

は，コード対応表の作成，点検データ変換ルールの作成，部材健全度比較，各種諸元の整

理設定などが必要である．今回行ったデータ変換の流れを図2-1に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1 データ変換の流れ 
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２．２ データの対応 

 

 対応表については，橋梁基本データとして，適用示方書，設計荷重，塩害対策区分・海

岸からの距離，橋梁種別，広域緊急があり，これらはほぼ同様に対応させた．上部工デー

タとして，桁形式区分，材料区分・構造形式，床版材料，交差物，支承，伸縮装置があり，

これらもほぼ同様に対応させた．下部工データの躯体形式においては，躯体形式から躯体

構造形式と躯体材料に変換した． 

 点検対象となる部材名称については，図2-2に示すように対応させ簡易化させた． 

 

長崎県版システム 橋梁AMS 

床版 床版 

主構 主桁 

床版・主構以外（主要な部材）   

床版・主構以外（主要でない部材）   

躯体 下部工 

基礎 下部工 

支承本体 支承 

沓座・モルタル 支承 

落橋防止   

高欄，防護柵   

照明，標識施設   

地覆   

舗装 路面 

排水装置   

点検施設   

添架物   

袖擁壁   

伸縮装置(鋼) 路面 

伸縮装置(ゴム) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応 

路面 

変換対象外項目 

図2-2 部材名称の対応 
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２．３ 変換ルールの検討 

 

2.3.1 損傷種類と等級 

長崎県版システム 損傷等級  橋梁AMS 損傷度 

腐食 A,B,C,D,E 

防食機能の劣化 A,C,E 
腐食 a,b,c,d,e 

亀裂 A,C,E 亀裂 有,無 

ゆるみ・脱落 A,C,E ボルトの脱落 有,無 

破断 A,E 破断 有,無 

ひびわれ A,B,C,D,E 

漏水・遊離石灰 A,C,E 
ひびわれ a,b,c,d,e 

漏水・遊離石灰 A,C,E 

床版ひびわれ A,B,C,D,E 
床版ひびわれ a,b,c,d,e 

剥離・鉄筋露出 A,C,E 鉄筋露出 有,無 

抜け落ち A,E 抜け落ち 有,無 

ｺﾝｸﾘｰﾄ補強材の損傷 A,C,E     

うき A,E     

遊間の異常 A,C,E     

路面の凹凸 A,C,E 路面の凹凸 有,無 

舗装の異常 A,C,E     

支承の機能障害 A,E 支承の機能障害 有,無 

その他 A,E     

定着部の異常 A,C,E PC定着部の異常 有,無 

変色・劣化 A,E     

漏水・滞水 A,E     

異常な音・振動 A,E     

異常なたわみ A,E     

変形・欠損 A,C,E     

土砂詰り A,E     

沈下・移動・傾斜 A,E 

洗掘 A,C,E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変換 

下部工の変状 有,無 

変換対象外項目 

図2-3 損傷種類の変換 
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損傷種類においては，図2-3に示すように長崎県版システムは損傷等級が５段階，３段階，

２段階評価の３種類あるのに対し，橋梁AMSでは５段階，２段階評価の２種類である． 

長崎県版システムでは，それぞれの評価を割合で表わしている．しかしながら，橋梁AMS

ではどれかの損傷度で表わす必要があるため，以下の４つのパターンのルールを設けて変

換を検討した． 

 ① 最頻値採用 

 ② 条件付最頻値採用 

 ③ 平均値採用 

 ④ 条件付平均値採用 

 

2.3.2 最頻値採用 

 まず，最頻値採用とは，最頻値の損傷割合が入っているランクを採用する方法である．

なお，同値の場合は損傷状態の悪いランクを採用した． 

 表2-1に５段階評価の場合の変換例を示す．例１，例２，例４では，赤字で示す最頻値の

損傷割合が入っているランク（例１：A→a，例２：B→b，例４：D→d）に変換した．例３

ではA，B，Cが同値，例５ではD，Eが同値であるが，悪いランクに変換した． 

 

表2-1 最頻値採用の変換例 

損傷状態（％） 
  

A B C D E 
変換後 

例１ 100 0 0 0 0 a 

例２ 20 60 20 0 0 b 

例３ 30 30 30 10 0 c 

例４ 20 20 20 40 0 d 

例５ 0 20 20 30 30 e 

 
 
2.3.3 条件付最頻値採用 

 次に，条件付最頻値採用とは，前項の最頻値採用に以下に示す条件を付けたものである． 

（条件１） “A”が7割以上の場合“a” 

（条件２） “E”が4割以上の場合“e” 

（条件３） 条件１，２以外の場合，最頻値採用と同様 

 表2-2に５段階評価の場合の変換例を示す．例１では，条件１より“a”と変換した．ま

た例２では，条件２より“e”と変換した．例３～例５では，最頻値採用と同様に変換した． 
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表2-2 条件付最頻値採用の変換例 

損傷状態(%) 
  

A B C D E 
変換後 条件 

例１ 100 0 0 0 0 a 条件1より 

例２ 60 0 0 0 40 e 条件2より 

例３ 30 30 30 10 0 c 条件3より 

例４ 20 20 20 40 0 d 条件3より 

例５ 0 20 20 30 30 e 条件3より 

 
 
2.3.4 平均値採用 

 さらに，平均値採用とは，表2-3に示すように損傷割合を点数化し，表2-4に示す変換ル

ールに従ってランクを設定する方法である． 

 

表2-3 損傷割合の点数化         表2-4 変換表 

点数  範囲 変換 

A 5.0   4.7 ≦ 結果 ≦ 5.0 a 

B 4.0   3.7 ≦ 結果 ＜ 4.7 b 

C 3.0   2.7 ≦ 結果 ＜ 3.7 c 

D 2.0   1.7 ≦ 結果 ＜ 2.7 d 

E 1.0   1.0 ≦ 結果 ＜ 1.7 e 

 

 表2-5に５段階評価の場合の変換例を示す．例３では以下のような計算になる． 

5.0×0.3＋4.0×0.3＋3.0×0.3＋2.0×0.1＝3.8 

したがって，表2-4より“b”と変換した． 

 

表2-5 平均値採用の変換例 

損傷状態（％） 
  

A B C D E 
平均算出 変換後 

例１ 100 0 0 0 0 5.0  a 

例２ 20 60 20 0 0 4.0  b 

例３ 30 30 30 10 0 3.8  b 

例４ 20 20 20 40 0 3.2  c 

例５ 0 20 20 30 30 2.3  d 
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2.3.5 条件付平均値採用 

 最後に，条件付平均値採用とは，前項の平均値採用に以下に示す条件を付けたものであ

る． 

（条件１） “A”が7割以上の場合“a” 

（条件２） “E”が4割以上の場合“e” 

（条件３） 条件１，２以外の場合，平均値採用と同様 

 表2-6に５段階評価の場合の変換例を示す．例１では，条件１より“a”と変換した．ま

た，例２では，条件２より“e”と変換した．例３～例５では，平均値採用と同様に変換し

た． 

 

表2-6 条件付平均値採用の変換例 

損傷状態（％） 
  

A B C D E 
平均算出 変換後 備考 

例１ 100 0 0 0 0  - a 条件1より 

例２ 60 0 0 0 40  - e 条件2より 

例３ 30 30 30 10 0 3.8 b 条件3より 

例４ 20 20 20 40 0 3.2 c 条件3より 

例５ 0 20 20 30 30 2.3 d 条件3より 

 
 
2.3.6 共通の変換ルール 

 以上４つのパターンのルールにより変換された結果に対して，５段階評価の場合は， 
“a,b,c,d,e”をそのまま“a,b,c,d,e”と変換した．３段階および２段階評価の場合は，“a,b,c”
を“無”，“d,e”を“有”と変換した． 
 さらに，図2-3に示しているように，２つの損傷種類から１つの損傷度を決定する場合

（[腐食]，[ひびわれ]，[床板ひびわれ]，[下部工の変状]への変換）は，上記ルールに従

って変換した後，表2-7～2-9の変換ルールに従って決定した．なお，表2-7に示す「腐食」

への変換は，変換１と変換２を比較し，損傷状況の悪い方を「腐食」に設定した．また，「沈

下・移動・傾斜」，「洗掘」の変換は，損傷状況の悪い方を「下部工の変状」に設定した． 
 
 
 
 
 
 
 



 11

表2-7 「腐食」と「防食機能劣化」の「腐食」への変換 
 
 
 
 
 
 
 

 

表2-8 「ひびわれ」と「漏水・遊離石灰」 表2-9 「遊離石灰」と「床版ひびわれ」の 

の「ひびわれ」への変換         「床版ひびわれ」への変換 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

遊離石灰
床板 

ひびわれ 
 

床板 

ひびわれ 

a → a 

b → b 

c → c 

d → d 

a 

e → e 

a → c 

b → c 

c → c 

d → d 

c 

e → e 

a → e 

b → e 

c → e 

d → e 

e 

e → e 

 

ひびわれ 
漏水・ 

遊離石灰 
 ひびわれ

a → a 

c → c a 

e → e 

a → b 

c → c b 

e → e 

a → c 

c → c c 

e → e 

a → d 

c → d d 

e → e 

a → e 

c → e e 

e → e 

 

腐食  変換 1 

a → a 

b → b 

c → c 

d → d 

e → e 

 

防食機能劣化  変換 2 

a → a 

c → b 

e → c 
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２．４ 変換結果及び健全度比較 

 

橋梁AMSでの健全度を上記４パターンの変換ルールを適用して算出し，長崎県版システム

にて算出した健全度との比較を行った．健全度の差が10点以下の橋梁数の比率である適合

率を算出した． 

 まず，長崎県が管理している橋梁で概略点検が実施されている641橋全てに４パターンの

変換ルールを適用し適合率を比較した．算出した一例を表2-10に示す．長崎県版システム

と橋梁AMSの健全度を比較し，±10以内のものは「OK」と表示され，それ以外は「NG」と表

示されている． 

 

表2-10 健全度比較一覧表の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

641橋全てに４パターンの変換ルールを適用した適合率を表2-11に示す．同表より，平均

値採用が44％と４パターンの中では最も高い適合率であった．しかしながら，半数以上は

適合しなかったため，詳細に点検されていると思われる，橋長が50ｍ以上の橋梁及び詳細

点検を実施している67橋の２つの条件に絞り込み，再度，健全度を比較した．適合率を表

2-12に示す． 
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表2-11 概略点検を実施している全橋梁に適用した場合の適合率 

変換ルール 

  
最頻値 

条件付 

最頻値 
平均値 

条件付 

平均値 

適合率 
全橋梁 

対象 
38.0% 38.8% 44.0% 38.0% 

 

表2-12 50ｍ以上の橋梁および詳細点検を実施している橋梁に適用した場合の適合率 

変換ルール 

  
最頻値 

条件付 

最頻値 
平均値 

条件付 

平均値 

50m 以上 

橋梁対象 
42.1% 41.8% 44.9% 41.2% 

適合率 
詳細点検

橋梁対象 
59.7% 68.7% 79.1% 61.2% 

 

表2-11より，50ｍ以上の橋梁を対象とした健全度比較においても平均値採用が最も高い

適合率であった．しかしながら，他の変換ルールでは全橋梁を対象とした場合と比べて１

割程度適合率が上がったのに対し，平均値採用ではそこまでの適合率の上昇はなかった． 

次に，詳細点検を実施している橋梁67橋を対象とした健全度比較においては，全ての変

換ルールで適合率は５割を越え，軒並み適合率は上昇した．特にこの場合でも平均値採用

が適合率は最も高く，８割近くの適合率であった． 

以上の結果より，比率が最も高く整合性が得られた平均値を採用することとした． 
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２．５ 考察 

 

長崎県管理の橋梁を対象に，市町でも利用できる簡易な橋梁アセットマネジメントシス

テムへの適用を検討するため，点検項目や損傷評価などの違いによる変換ルールを検討し

た．得られた知見を以下に示す． 

 

・ 最頻値と平均値およびそれらに条件を付けた４つのパターンで健全度を算出し，長崎県

版システムと比較した結果，平均値を採用した場合が最も適合率が高い結果が得られた． 

・ 概略点検が行われている全橋梁および50ｍ以上の橋梁を対象とした適合率は，40％前後

の低い値であったが，詳細点検を実施している橋梁に限定すると適合率は５割を越え，

平均値を採用した場合は８割近くの適合率であった． 

・ しかしながら，詳細点検を実施していない橋梁においては適合率が低かったため，詳細

な変換ルールのさらなる検討が必要である． 

 

さらに今後の展開として，以下のことが挙げられる． 

 

・ この変換実績をもとに，長崎県管理以外の長崎県内市町自治体が管理する橋梁において

も適用事例を積み重ね，変換精度の向上および変換方法のさらなる検討を行う． 

・ 将来的には，長崎県と長崎県内市町の点検データを集約し，長崎県内全ての橋梁の統合

された維持管理システムに発展させていく予定である． 
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３．長崎県内橋梁の３次元FEMモデルの構築 

 

３．１ 序論 

 

わが国において社会基盤構造物の一つである橋梁の多くは，1970年代の高度経済成長期

に建設されており，建設後50年以上を迎える老朽化橋梁の急激な増加が見込まれている．

それにともない，それら老朽化を迎えた橋梁への点検・診断，さらにはその結果をもとに

した補修・補強の需要の増加が予想される．しかし，これらの老朽化橋の急増にともない

維持管理費用の急激な増加が予想されるものの，財政難を抱える地方自治体においては，

それに見合う予算の増資は見込めないのが現状である．これらの背景から，低コストかつ

簡易に実橋梁の現状を把握し，必要に応じた補修・補強の提案を行うことのできる効率的

な維持管理技術が現在求められている． 

一方でコンピュータ性能の向上に伴い，近年多様な機能を備えた有限要素解析ソフトが

実用化されており，記憶容量や計算時間などが解消されつつある．そのため，以前まで用

いられた格子桁解析や２次部材（床版や桁などの主要部材を除く部材）を簡略化したモデ

ルではなく，すべての部材を含めた鋼橋梁のモデル化が可能となっており，より精度の高

い解析結果を得ることが可能となっている．また，解析精度の向上や計算時間の短縮のみ

ならず，これらの解析プログラムに関してはコスト面も改善されてきており，橋梁の健全

度診断や損傷評価の実業務での適用事例も年々増加傾向にある． 

そこで本研究では，維持管理への適用を目的として実橋梁の３次元FEMモデル化を実施し

た．長崎県内に架設されている様々な構造形式の橋梁を対象として有限要素モデルの構築

を行い，構造形式毎に解析モデル構築手法の検討を行った． 

また，解析モデルの妥当性を評価するため，構築した解析モデルを用いた固有値解析と

実際の橋梁の振動計測の結果の比較を行った．振動計測には，非接触かつ長距離で計測が

可能なレーザドップラ速度計（LDV）を使用した． 

将来的にはこれらの構築モデルをデータベース化することにより，例えば橋梁の異常発

生時における補強・補修工事の有効性の解析的検討などを迅速に行うことが出来ることか

ら，長崎県内における橋梁の維持管理への展開が期待される． 

 

 

３．２ レーザドップラ速度計（LDV） 

 

3.2.1 概要 

振動計測は，橋梁などの構造物の構造特性をマクロ的に診断する技術の一つとして近年

注目されている．一般に何らかの変状により部材の剛性が低下すると，固有振動数の低下

や固有振動モードの変化などが生じることが広く知られており，この変化をもとにした橋
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梁の健全度評価に関する研究が各所で行われている． 

 本研究では，構築した実橋梁の解析モデルの妥当性の評価を目的として，振動計測結果

との比較を行っている．比較には固有振動数と振動モードを指標として用いた．前述の通

り構造物の剛性と振動特性には相関があることから，解析モデルの振動特性を計測値と比

較することで，実構造物に対する解析モデルの剛性の再現性を評価できると考えられるか

らである． 

 

3.2.2 レーザドップラ速度計（LDV） 

 一般的な振動計測は，センサを構造物に設置する必要があり，煩雑な配線作業に加えて，

場合によっては足場仮設や交通規制などを必要とする．そこで，本研究では，振動計測に

非接触かつ長距離での計測が可能なレーザドップラ速度計（以下：LDV）を使用した．LDV

は，振動する物体の速度をレーザ光により計測する光学的機器であり，入射レーザと反射

レーザの間に生じるドップラ効果に基づいて速度を計測する．図3-1および表3-1に本研究

で使用したLDVとその仕様を示す． 

 

表3-1 計測器仕様 

 

 

 

 

 

図3-1 レーザドップラ速度計 

 

(1) 固有振動数 

LDVでは，レーザ光のドップラ効果を利用して速度を検出している．図3-2に示すように，

LDVに対して計測物が近づいている場合，計測物からの反射光の波長は短くなり，その周波

数は増加する．逆に，計測物が遠ざかる場合，反射光の波長は短くなり，その周波数は減

少する．この反射光の波長，周波数の変化から計測対象物の移動速度を算出する．  

 

 

 

 

 

 

 

図3-2 計測原理 

レーザタイプ He-Neガスレーザ 

レーザ光量 1mW以下：安全規格クラス2 

計測可能距離 約1.0m～30m超（反射シール使用時）

応答周波数範囲 DC～600Hz 

速度レンジ 2×10-3m/s/V 
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 計測結果にフーリエ変換処理を行うことにより固有振動数を推定する（図3-3）．この手

法により計測値から算出された固有振動数と解析値を比較することとする． 

 

 

 

 

 

 

 

図3-3 固有振動数算出 

 

(2) 振動モード 

振動計測から振動モードを同定するためには，基準とする計測点の振幅と他の計測点の

振幅との比および位相関係がわかれば良い．しかし，実際には計測器の数に制限があり，

橋梁全体で同時に時系列波形が得られない場合が多い．そこで，本研究では部分的な振動

モードの同定を複数回行い，重複する計測点の相対ベクトルで正規化することで，橋梁の

全体の固有振動モードを算出する手法を用いた10)．この手法によれば，計測点を重複させな

がら振動計測を行うことで橋梁全体の振動モード形を同定することができる． 

 ２台のLDVを用いて振動モード形を同定するための計測方法を図3-4に示す．始めに計測

１で２台のLDVによって振動計測を行い，フーリエ振幅スペクトルと計測された２点の位相

差を求める．計測１終了後，１台のLDVの計測点を変更し，計測２を行う．計測２でも計測

１と同様に，振幅スペクトルと位相差を求める．計測１と計測２の結合方法を図3-5に示す．

計測１と計測２の共通する点において，フーリエ振幅スペクトルの平均値を求める．次に

計測１，計測２における残りの点に，この平均値に対しての元のフーリエ振幅スペクトル

の比率を求め，残りの点のフーリエ振幅スペクトルの修正を行う．これ以降は，LDVの計測

点が変更される毎の計測に対して，同様の処理を行うことで，部分的な振動モードから全

体の振動モード形の同定を行う． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-4 計測方法             図3-5 計測結果結合方法 
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３．３ ３次元FEMモデルの構築 

 

3.3.1 対象橋梁概要 

 本研究では，長崎県内に架設されている15橋の実橋梁を対象として３次元FEMモデルの構

築を行った．対象橋梁の概要を表3-2，図3-6に示す． 

 

表3-2 対象橋梁概要 

橋梁名 種別 形式 橋長 径間数 架設年

A橋 鋼 鋼単純I桁 135m 5 1980 

B橋 鋼 鋼単純I桁 135m 5 1980 

C橋 鋼 鋼単純箱桁 40.0m 1 1978 

D橋 鋼 鋼I桁ポータルラーメン 44.7m 1 2007 

E橋 コンクリート PCポステン単純T桁 48.0m 3 1976 

F橋 鋼 鋼単純I桁 214m 5 供用前

G橋 鋼 鋼ランガートラス式アーチ 227m 4 1986 

H橋 鋼 鋼単純I桁 48.5m 1 2006 

I橋 鋼 鋼単純I桁 35.6m 1 1972 

J橋 コンクリート PCポステン連続中空床版 36.0m 2 1982 

K橋 コンクリート PCポステン単純T桁 18.7m 1 1963 

L橋 コンクリート RC単純床版 10.0m 1 不明 

M橋 鋼 鋼連続ワーレントラス 110m 2 1982 

N橋 鋼 鋼連続箱桁 64.6m 3 1965 

O橋 鋼 鋼単純箱桁 40.0m 1 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-6 橋梁位置図 
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3.3.2 解析モデルおよび解析結果 

 前述の通り本研究では，長崎県内の既設15橋梁を対象として解析モデルの構築を行った．

本項では，当該15橋のうち，比較的簡易にモデル化が可能な鋼I桁単純形式の橋梁のうち１

橋（A橋），構造形式からモデル化にあたり特に検討を要した橋梁２橋（D橋，G橋）と固有

振動数に加えて振動モードについても計測値比較を行ったJ橋について解析モデル概要お

よび解析結果について記載する．また，本項最後に全15橋梁について，解析から算出した

固有振動数と計測値の比較結果を示す． 

 

(1) A橋（鋼単純I桁橋） 

 本橋梁は５径間単純支持形式の鋼I桁橋である．対象橋梁の概要を図3-7，表3-3に示す．

直線区間である中央径間（支間長30ｍ）を対象として解析モデルの構築および振動計測を

実施した． 

 

 表3-3 橋梁概要 

 

 

 

 

 

 

図3-7 橋梁概観 

 

計測概要を図3-8，表3-4に示す．なお，交通規制等は行わず，一般車両通行時のランダ

ムな加振状態で計測を実施した． 

 

                            表3-4 計測概要 

 

 

 

 

 

 

図3-8 計測状況 

 

 

 

構造形式 鋼単純I桁橋 

橋長 136m 

径間数 5 

支間長 26.0＋30.0m＋24.9m 

＋28.1m＋24.9m 

架設年 1980年 

計測距離 約10m 

計測点 主桁下面 

計測器設置箇所 計測点直下 

サンプリング周波数 200Hz 

計測時間 60秒 



 20

解析モデル概要を図3-9，表3-5に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

全体                  断面 

図3-9 解析モデル 

 

表3-5 解析概要 

解析ソフト Marc6) 

境界条件 一端ピン，他端ピンローラー 

部材 
要素 

タイプ 

弾性係数 

（N/mm2） 

ポアソン 

比 

密度 

（N/mm3） 

床版 ソリッド 28,600 0.17 2.32 

主桁，補剛材，

対傾構 
シェル 

要素タイプ 

材料特性 

横構 梁 

200,000 0.30 7.90 

 

 固有値解析から得られた振動モード形状を図3-10に示す．また，固有振動数の解析値と

計測値の結果を表3-6に示す．解析結果から１次振動モードが曲げモード形状，２次がねじ

り振動モード形状であることが確認できる．また，固有振動数の比較結果から，解析値と

計測値は概ね一致しており解析モデルが対象橋梁の振動特性をよく再現できていることが

確認できる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

１次モード（曲げモード）         ２次モード（ねじりモード） 

図3-10 振動モード（解析結果） 
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表3-6 固有振動数比較 

次数 解析値（Hz） 計測値（Hz） 誤差（％） 

１次 3.86 3.96 -2.53 

２次 5.39 5.52 -2.36 

 

(2) D橋（鋼I桁ポータルラーメン橋）11) 

 本橋梁は１径間鋼I桁ポータルラーメン橋である．本橋梁形式は，耐震性能の向上や伸縮

装置・支承をなくすことによる耐久性能の向上を目的として，上部工と橋台を一体化した

構造である．対象橋梁の概要を図3-11，表3-7に示す．このような橋梁形式では，上部工と

橋台の接合部が橋梁全体の剛性に与える影響が大きいことが予想される．そこで本橋梁で

は，この接合部を含めた橋梁端部の境界条件に着目して解析モデルの構築を行った．  

 

表3-7 橋梁概要 

 

 

 

 

 

 

図3-11 橋梁概観 

 

計測概要を図3-12，表3-8に示す．なお，交通規制等は行わず，一般車両通行時のランダ

ムな加振状態で計測を実施した． 

 

                           表3-8 計測概要 

 

 

 

 

 

 

図3-12 計測状況 

 

 本橋梁では，橋梁端部の境界条件に着目し，図3-13，3-14に示す２種類の解析モデルを

構築した．Model-１は上部工のみをモデル化しており，Model-２は上部工とあわせて橋台

をモデル化している．解析の概要を表3-9に示す． 

構造形式 鋼 

橋長 44.7m 

径間数 1 

支間長 44.7m 

架設年 2007年 

計測距離 約20m 

計測点 地覆側面 

計測器設置箇所 平行する路線上 

サンプリング周波数 200Hz 

計測時間 60秒 
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全体                   端部 

図3-13 解析モデル（Model-１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体                   端部 

図3-14 解析モデル（Model-２） 

 

表3-9 解析概要 

解析ソフト Marc6) 

Model-１ 上部工埋込み部の変位拘束 
境界条件 

Model-２ 橋台下面及び側面の変位拘束 

部材 
要素 

タイプ 

弾性係数 

（N/mm2） 

ポアソン 

比 

密度 

（N/mm3） 

床版 ソリッド 28,600 0.17 2.32 

主桁，補剛材，

対傾構 
シェル 

要素タイプ 

材料特性 

横構 梁 

200,000 0.30 7.90 

 

 固有値解析から得られた振動モード形状を図3-15，3-16に示す．また，固有振動数の解

析値と計測値の結果を表3-10に示す．解析結果から１次振動モードが曲げモード形状，２

次がねじり振動モード形状であることが確認できる．固有振動数については，Model-１と

比べてModel-２の解析結果はより計測値に近い値を示しており，またその値はほぼ計測値

●：変位拘束

●：変位拘束
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と一致していることが確認できる．この結果から，このような構造形式の橋梁では，上部

工のみではなく一体化された橋台までをモデル化することにより，より高精度に実構造物

の剛性を再現できると考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

１次モード（曲げモード）       ２次モード（ねじりモード） 

図3-15 振動モード（Model-１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１次モード（曲げモード）       ２次モード（ねじりモード） 

図3-16 振動モード（Model-２） 

 

表3-10 固有振動数比較 

次数 モデル 解析値（Hz） 計測値（Hz） 誤差（％） 

Model-１ 5.14 +6.42 
１次 

Model-２ 4.88 
4.83 

+1.04 

Model-１ 5.34 +1.52 
２次 

Model-２ 5.21 
5.26 

-0.95 

 

(3) G橋（鋼ランガートラス式アーチ橋）11) 

 本橋梁は４径間の鋼ランガートラス式アーチ橋である．対象橋梁の概要を図3-17，表3-11

に示す．アーチ形式である最大支間長区間（支間長152ｍ）を対象として解析モデルの構築

を行った．なお，本橋梁では対象径間周辺へのLDVの設置が困難であったため，過去に実施

された振動計測の結果12)をもとに構築した解析モデルの妥当性を検討した． 



 24

 表3-11 橋梁概要 

 

 

 

 

 

 

図3-17 橋梁概観 

 

解析モデル概要を図3-18，表3-12に示す．本橋梁で用いられているアーチ部材およびト

ラス部材は，箱型またはI型の断面構造である．FEM解析モデル化では，部材接合部におい

て節点を共有させる必要がある．しかし，これらの部材をシェル要素等を用いて忠実に再

現しようとした場合，その形状から部材接合部における要素および節点の取り合いが非常

に煩雑となる．そこで，本研究ではアーチ部材およびトラス部材が主に軸力を負担すると

仮定し，軸力のみを負担する断面近似のトラス要素を用いてモデル化を行うこととした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体                     側面 

図3-18 解析モデル 

 

表3-12 解析概要 

解析ソフト Marc6) 

境界条件 一端ピン，他端ピンローラー 

部材 
要素 

タイプ 

弾性係数 

（N/mm2） 

ポアソン 

比 

密度 

（N/mm3） 

床版 ソリッド 28,600 0.17 2.32 

主桁，横桁 シェル 

要素タイプ 

材料特性 

アーチ部材 

トラス部材 
トラス 

200,000 0.30 7.90 

構造形式 鋼ランガートラス式 

アーチ橋 

橋長 227m 

径間数 4 

支間長 23.8m×2＋152m＋25.7m

架設年 1986年 
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 固有値解析から得られた振動モード形状を図3-19に示す．ここでは，振動形状を分かり

やすくするため桁部のみを表記する．また，固有振動数の解析値と計測値の結果を表3-13

に示す．解析結果から１次振動モードがねじりモード形状，２次が曲げモード形状である

ことが確認できる．また，固有振動数については，２次で解析値と計測値に若干の差が見

られるものの，その値は概ね一致している．本橋梁のモデル化では，前述の通りアーチ部

材とトラス部材のモデル化において簡略化を行っているが，今回の結果からは本モデル化

手法が妥当であったと考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

１次モード（ねじりモード）         ２次モード（曲げモード） 

図3-19 振動モード（解析結果） 

 

表3-13 固有振動数比較 

次数 解析値（Hz） 計測値12)（Hz） 誤差（％） 

１次 0.80 0.80 0.00 

２次 1.05 1.10 -4.55 

 

(4) J橋（PCポステン連続中空床版橋）13) 

 本橋梁はポストテンション方式の２径間連続PC中空床版橋である．対象橋梁の概要を図

3-20，表3-14に示す．本橋梁では，構築した解析モデルの妥当性の検討を目的として，固

有振動数に加えて振動モードの計測を実施した． 

 

 表3-14 橋梁概要 

 

 

 

 

 

 

図3-20 橋梁概観 

構造形式 
ポストテンション方式 

連続PC中空床版橋 

橋長 36.0m 

径間数 2 

支間長 17.50m×2 

架設年 1982年 
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計測概要を図3-21，表3-15に示す．なお，交通規制等は行わず，一般車両通行時のラン

ダムな加振状態で計測を実施した．計測点を図3-22に示す．計測点は橋軸方向直線状に各

支間４点，計８点を設定した．これらの計測点の振幅比および位相差から橋梁全体の振動

モードの推定を行う．なお，固有振動数はこれら８計測点の計測結果の平均値を用いるこ

ととする． 

 

                            表3-15 計測概要 

 

 

 

 

 

 

図3-21 計測状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-22 計測点 

 

解析モデル概要を図3-23，表3-16に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

全体                  断面 

図3-23 解析モデル 

計測距離 約2m 

計測点 主桁下面 

計測器設置箇所 計測点直下 

サンプリング周波数 1000Hz 

計測時間 20秒 

1 3 4 5 762 8

4,166 4,166 @3,656 @3,656

2,4372,437
単位：mm 

●：計測点
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表3-16 解析概要 

解析ソフト DIANA7) 

境界条件 一端ピン，他端ピンローラー 

部材 
要素 

タイプ 

弾性係数 

（N/mm2） 

ポアソン 

比 

密度 

（N/mm3） 

主桁（床版） 24,900 

要素タイプ 

材料特性 

地覆，舗装 
ソリッド 

19,800 
0.20 2.30 

 

 固有値解析から得られた振動モード形状を図3-24に示す．次に，計測から得られた振動

モード形状と，計測点と同一位置での解析値の比較結果を図3-25に示す．振動モードの比

較結果は，１次では解析値と計測値がほぼ一致しているが，２次では片側の径間において

モード形状に差が見られる．固有振動数の比較結果を表3-17に示す．振動モードと同様，

固有振動数も１次では同程度の値であるのに対して２次では差が確認できる．本橋梁は，

アルカリ骨材反応に起因すると推測されるひび割れが上部工全体に発生しており，それに

よる材料剛性の低下がこれらの計測値と解析値の差の原因ではないかと考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

１次モード                  ２次モード 

図3-24 振動モード（解析結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１次モード                  ２次モード 

図3-25 振動モード比較 
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表3-17 固有振動数比較 

次数 解析値（Hz） 計測値（Hz） 誤差（％） 

１次 4.80 4.87 -1.44 

２次 7.10 6.67 +6.45 

 

(5) 解析結果まとめ 

 本研究で構築した３次元FEMモデルの一覧を表3-18に示す．一部を除き解析値と計測値の

誤差は数％程度とほぼ同程度の値である．この結果から，これらの解析モデルは対象橋梁

の振動特性をよくシミュレートできており，構造物全体の剛性を再現できていると考えら

れる．一方，一部の解析モデルでは計測値との間に５％以上，最大で十数％の差が生じて

いる．これらの計測値との差については，以下のような原因が考えられる． 

・ 材料劣化等による部材剛性の低下 

・ 支承の劣化による境界条件の変化 

・ 支承部における設計と実構造物の拘束条件の差異 
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表3-18 解析モデル一覧 

固有振動数 
橋梁名 形式 

次数 解析（Hz） 計測（Hz） 誤差（%）

１ 3.86 3.96 -2.53 
A橋 鋼単純I桁 

２ 5.39 5.52 -2.36 

１ 5.37 5.38 -0.19 
B橋 鋼単純I桁 

２ 7.05 7.15 -1.40 

１ 4.90 4.79 +2.30 
C橋 鋼単純箱桁 

２ 5.33 5.18 +2.90 

１ 4.88 4.83 +1.04 
D橋 鋼I桁ポータルラーメン 

２ 5.21 5.26 -0.95 

１ 3.31 3.25 +1.85 
E橋 PCポステン単純T桁 

２ 6.13 6.23 -1.61 

１ 2.20 - - 
F橋 鋼単純I桁 

２ 2.55 2.50 +2.00 

１ 0.80 0.80  0.00 
G橋 鋼ランガートラス式アーチ 

２ 1.05 1.10 -4.55 

１ 2.15 2.01 +6.97 
H橋 鋼単純I桁 

２ 2.96 2.49 +18.9 

１ 3.39 3.43 -1.17 
I橋 鋼単純I桁 

２ 4.83 4.98 -3.01 

１ 4.80 4.87 -1.44 
J橋 PCポステン連続中空床版 

２ 7.10 6.67 +6.45 

１ 1.74 1.74  0.00 
K橋 PCポステン単純T桁 

２ 5.54 5.32 +4.14 

１ 16.3 16.8 -2.98 
L橋 RC単純床版 

２ - - - 

１ 2.39 2.08 +14.9 
M橋 鋼連続ワーレントラス 

２ 4.51 4.52 -0.22 

１ 2.92 2.93 -0.34 
N橋 鋼連続箱桁 

２ 3.41 3.22 +5.90 

１ 2.36 2.36  0.00 
O橋 鋼単純箱桁 

２ 4.63 4.35 +3.63 

 

 



 30

３．４ 考察 

 

 本研究では，橋梁の効率的な維持管理手法の確立を目的として，構造形式の異なる複数

橋梁の３次元FEM解析モデルの構築を行った．得られた知見を以下に示す． 

 

・ 構築したほとんどの解析モデルで固有値解析の結果が振動計測結果と同程度の値を示

しており，実橋梁の振動特性を高精度にシミュレートすることができた． 

・ 固有値解析結果と振動計測結果に差異が生じたモデルについては，劣化等による剛性低

下を加味した材料条件の設定，実構造物の架設状況に応じた境界条件の設定などをさら

に検討する必要がある． 

 

さらに今後の展開として，以下のことが挙げられる． 

 

・ 構築した解析モデルをデータベース化することにより，損傷が生じた場合などに解析的

検討を迅速に行うことが出来る． 

・ 今回，解析モデルの妥当性検討を目的としてLDVによる振動計測を行ったが，定期的な

モニタリングを行い，今回の結果とあわせて計測結果を蓄積することにより，異常の早

期発見に繋がることが予想される．  
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４．まとめと今後の課題 

 

 本研究では，限られたコストと人材の中で，長崎県内橋梁の維持管理が効率的・持続的

に行われる環境を創出することを目的とし，維持管理のためのデータベース化を行った．

まず，長崎県内で統一した橋梁アセットマネジメントシステムを利用する場合，点検項目

や損傷評価などが異なる場合が考えられる．そこで，これらの変換ルールを検討し，市町

でも利用できる簡易な橋梁アセットマネジメントシステムを構築した．次に，汎用有限要

素解析ソフトを使用し，長崎県内橋梁の３次元FEMモデルの構築，データベース化を行った．

これにより損傷発見時に迅速に解析できるため，早期対策が可能となると考えられる．具

体的な研究成果は，次のとおりである． 

長崎県管理の橋梁を対象に，市町でも利用できる簡易な橋梁アセットマネジメントシス

テムへの適用を検討するため，点検項目や損傷評価などの違いによる変換ルールを検討し

た．最頻値と平均値およびそれらに条件を付けた４つのパターンで健全度を算出し，長崎

県版システムと比較した結果，平均値を採用した場合が最も適合率が高い結果が得られた．

概略点検が行われている全橋梁および50ｍ以上の橋梁を対象とした適合率は，40％前後の

低い値であったが，詳細点検を実施している橋梁に限定すると適合率は５割を越え，平均

値を採用した場合は８割近くの適合率であった．しかしながら，詳細点検を実施していな

い橋梁においては適合率が低かったため，詳細な変換ルールのさらなる検討が必要である． 

次に，橋梁の効率的な維持管理手法の確立を目的として，構造形式の異なる複数橋梁の

３次元FEM解析モデルの構築を行った．構築したほとんどの解析モデルで固有値解析の結果

が振動計測結果と同程度の値を示しており，実橋梁の振動特性を高精度にシミュレートす

ることができた．また，固有値解析結果と振動計測結果に差異が生じたモデルについては，

劣化等による剛性低下を加味した材料条件の設定，実構造物の架設状況に応じた境界条件

の設定などをさらに検討する必要がある．今回，解析モデルの妥当性検討を目的としてLDV

による振動計測を行ったが，定期的なモニタリングを行い，今回の結果とあわせて計測結

果を蓄積することにより，異常の早期発見に繋がることが予想される． 

 これらのデータは，ダウンロード型アプリケーションによる携帯情報端末を使用し，道

路構造物の異常に関する通報システムを利用して，点検情報の蓄積，情報の均質化を行い，

最新の点検報告によりデータベースの拡充が図られていくものと考えられる．この実績を

もとに，長崎県管理以外の長崎県内市町自治体が管理する橋梁においても適用事例を積み

重ね，長崎県内橋梁の維持管理が効率的・持続的に行われる環境を創出して行きたいと考

えている． 
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全国に橋長15ｍ以上の道路橋は約16万橋あ

るが，今後20年で約半分の橋梁は橋齢50年を

超える．これらの橋梁は鋼及びコンクリート

の経年劣化が進み，劣化損傷が多発する危険

があり，全国各地で落橋に至らないまでも鋼

材の破断などの報告がなされている．そのよ

うな中，橋梁の計画的な維持管理を目的とし

て全国の各自治体において長寿命化修繕計画

が策定されている．しかし，平成24年４月時

点での計画の策定率は，都道府県（政令市を

含む）は98％まで進んでいるのに対して，市

区町村は約51％と半分程度にとどまってい

る．さらに，市区町村では技術力不足，財政

的な問題，技術者の人材不足の３つを主な理

由として，未だに約１割の自治体が定期点検

を実施していない状況である． 

 そこで本研究では，限られたコストと人材

の中で，長崎県内橋梁の維持管理が効率的・

持続的に行われる環境を創出することを目的

とし，維持管理のためのデータベース化を行

った．まず，長崎県内で統一した橋梁アセッ

トマネジメントシステムを利用する場合，点

検項目や損傷評価などが異なる場合が考えら

れる．そこで，これらの変換ルールを検討し，

市町でも利用できる簡易な橋梁アセットマネ

ジメントシステムを構築した．次に，汎用有

限要素解析ソフトを使用し，長崎県内橋梁の

３次元FEMモデルの構築，データベース化を行

った．これにより損傷発見時に迅速に解析で

きるため，早期対策が可能となると考えられ

る．具体的な研究成果は，次のとおりである．

長崎県管理の橋梁を対象に，市町でも利用

できる簡易な橋梁アセットマネジメントシス

テムへの適用を検討するため，点検項目や損

傷評価などの違いによる変換ルールを検討し

た．最頻値と平均値およびそれらに条件を付

けた４つのパターンで健全度を算出し，長崎

県版システムと比較した結果，平均値を採用

した場合が最も適合率が高い結果が得られ
た．概略点検が行われている全橋梁および50

ｍ以上の橋梁を対象とした適合率は，40％前

後の低い値であったが，詳細点検を実施して

いる橋梁に限定すると適合率は５割を越え，

平均値を採用した場合は８割近くの適合率で

あった．しかしながら，詳細点検を実施して

いない橋梁においては適合率が低かったた

め，詳細な変換ルールのさらなる検討が必要

である． 

次に，橋梁の効率的な維持管理手法の確立

を目的として，構造形式の異なる複数橋梁の

３次元FEM解析モデルの構築を行った．構築し

たほとんどの解析モデルで固有値解析の結果

が振動計測結果と同程度の値を示しており，

実橋梁の振動特性を高精度にシミュレートす

ることができた．また，固有値解析結果と振

動計測結果に差異が生じたモデルについて

は，劣化等による剛性低下を加味した材料条

件の設定，実構造物の架設状況に応じた境界

条件の設定などをさらに検討する必要があ

る．今回，解析モデルの妥当性検討を目的と

してLDVによる振動計測を行ったが，定期的な

モニタリングを行い，今回の結果とあわせて

計測結果を蓄積することにより，異常の早期

発見に繋がることが予想される． 

これらのデータは，ダウンロード型アプリ

ケーションによる携帯情報端末を使用し，道

路構造物の異常に関する通報システムを利用

して，点検情報の蓄積，情報の均質化を行い，

最新の点検報告によりデータベースの拡充が

図られていくものと考えられる．この実績を

もとに，長崎県管理以外の長崎県内市町自治

体が管理する橋梁においても適用事例を積み

重ね，長崎県内橋梁の維持管理が効率的・持

続的に行われる環境を創出して行きたいと考

えている． 
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