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特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

１．本小委員会について

所属 役職 氏名 所属 役職 氏名

近畿大学 小委員長 東山　浩士 (株)阪神コンサルタンツ 委員 立脇　透晴

大阪工業大学 学識委員 大山　理 宮地エンジニアリング(株) 委員 長尾　知佳

関西大学 学識委員 石川　敏之 ショーボンド建設(株) 委員 田ノ上　誠次

大阪市建設局 運営幹事 永橋　俊二 (株)ケミカル工事 委員 柘植　裕太

(株)駒井ハルテック 幹事長 山野　修 中央復建コンサルタンツ(株) 委員 澤田　幸治

協和設計(株) 副幹事長 瀬川　浩平 西日本高速道路(株) 委員 津々木　一輝

川田工業(株) WG長 野呂　直樹 (株)奥村組 委員 守屋　裕兄

高田機工(株) WG長 廣門　公二 日本ファブテック(株) 委員 小泉　学

エムエムブリッジ(株) WG長 佐々木　裕 合同会社パスレルエンジ 委員 杉田　均

(株)富士技建 WG長 水内　將司 東洋技研コンサルタント(株) 委員 久野　恭弘

（一財）道路管理センター 委員 仲田　文人

(株)IHIインフラシステム 委員 田頭　剛史 西日本高速道路(株) 旧委員 岩谷　裕太

(株)CORE技術研究所 委員 波多野　雄士 西日本高速道路(株) 旧委員 南上　信一

(株)橋梁コンサルタント 委員 村上　辰哉 (株)ケミカル工事 旧委員 木本　輝彦

(株)古市 委員 古市　亨 大阪市建設局 旧委員 安永　恒平

(株)横河NSエンジニアリング 委員 玉置　征二郎 大阪市建設局 旧委員 増田　卓弥

瀧上工業(株) 委員 小田　健二 大阪市建設局 旧委員 三浦　雅史

(株)オリエンタルコンサルタンツ 委員 坂口　直晃 大阪市建設局 旧委員 菅　弘汰
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特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

１．本小委員会について

【小委員会】
第１回 令和元年 ８月２７日（火） 関西道路研究会会議室
第２回 令和２年 １月 ９日（木） 関西道路研究会会議室
第３回 令和２年 ８月３１日（月） WEB会議（Zoom）
第４回 令和２年１２月１７日（木） WEB会議（Zoom）
第５回 令和３年 ２月２６日（金） 近畿大学+WEB会議（Zoom）
第６回 令和３年 ５月１４日（金） 近畿大学+WEB会議（Zoom）
第７回 令和３年 ８月 ６日（金） 近畿大学+WEB会議（Zoom）
第８回 令和３年１０月２９日（金） 近畿大学+WEB会議（Zoom）
第９回 令和４年 ２月２５日（金） 近畿大学+WEB会議（Zoom）
第１０回 令和5年 １月１８日（水） 近畿大学+WEB会議（Zoom）
【幹事会】
第１回 令和元年１０月３０日（水） 関西道路研究会会議室
第２回 令和２年 ７月 ２日（木） 関西道路研究会会議室
第３回 令和２年１０月 １日（木） 関西道路研究会会議室
第４回 令和３年 ７月１６日（金） 近畿大学+WEB会議（Zoom）
第５回 令和４年 ７月 ４日（月） 関西道路研究会会議室
第６回 令和４年１２月２３日（金） 近畿大学+WEB会議（Zoom）
【実橋梁における点検技術の試行（川崎橋・天神橋・平野橋）】
第１回 令和３年１２月２１日（火）
第２回 令和４年 １月１２日（水）
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特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

１．本小委員会について

【コンセプト】誰もが使いやすい活動報告書の完成を目指す。

☞限られた予算、人員の中で効率的に橋梁の維持管理を行っていく必要がある。
☞吊橋、トラス橋、アーチ橋など特殊構造の調査、維持管理に特化した文献が少ない。

本小委員会の活動の一環として、道路管理者（地方自治体）にアンケートを実施し、
特殊橋梁の点検に際しての実状や課題、問題点、要望事項などの意見収集・調査も実施
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特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

１．本小委員会について

小委員会

第１分科会 第２分科会

・点検・調査の課題

・点検調査における着目点

・点検調査における留意点

・損傷事例の情報収集

・補修・補強事例の収集

・補修・補強工事の留意点

・予防保全と事後保全の支点

　からの整理

・新技術、新材料の情報収集

・古い材料やリベットを使用

　した特殊鋼橋の留意点・課題

・PCB、鉛を含む塗装の塗替え

　における留意点・対策

・損傷事例の情報収集

・新技術の情報収集

・点検技術の試行

・ICT技術の活用

・今後の展望

WG

委員構成

【小委員長】東山　浩士

山野　修

村上　辰哉

柘植　裕太

澤田　幸治

永橋　俊二

瀬川　浩平

仲田　文人

田頭　剛史

波多野　雄士

坂口　直晃

長尾　知佳

小泉　学

三浦　雅史

菅　弘汰

古市　亨

玉置　征二郎

小田　健二

立脇　透晴

田ノ上　誠次

津々木　一輝

守屋　裕兄

杉田　均

久野　恭弘

点検・調査　計画WG

【WG長】野呂　直樹

点検・調査　技術WG

【WG長】廣門　公二

旧構造　WG

【WG長】佐々木　裕

補修・補強事例WG

【WG長】水内　將司

【分科会長】大山　理 【分科会長】石川　敏之
分科会
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点検・調査計画ＷＧ 活動内容

92．橋梁の点検・調査計画

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

□点検の目的や種類・手法，点検・診断の基本的な流れ

や留意点について整理を行った．

□建設年代ごとに異なる，鋼材の材質，接合方法，防錆仕様，

設計荷重などの変遷について，調査・整理を行った．

□特殊橋梁（トラス橋，アーチ橋，斜張橋，吊橋）の特徴，

および点検時に着目すべき部材などについて整理を行った．

⇒地方自治体などの技術者にとって，橋梁の点検の足がかり

になるような，基本的な知見を整理した．



↗沖縄市

点検・診断の留意点

102．橋梁の点検・調査計画

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

□設計図書，周辺環境，維持管理履歴，などの関連資料等の

事前準備が重要．

□点検・診断する部材を適切に調査・評価するには，点検

方法・姿勢，作業の安全性などを踏まえた業務計画が必要．

□客観的・定量的な診断に必要な調査・計測方法の立案が

必要．



↗沖縄市

点検・診断の留意点

112．橋梁の点検・調査計画

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

□点検時に準備する資料の一例を示した．



↗沖縄市

点検・診断の留意点

122．橋梁の点検・調査計画

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

□点検時に着目すべき箇所の一例を示した．
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点検・診断の留意点

132．橋梁の点検・調査計画

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会
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142．橋梁の点検・調査計画

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会
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点検・診断の留意点

152．橋梁の点検・調査計画

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会
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点検・診断の留意点

162．橋梁の点検・調査計画

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

□従来の定期点検に用いられる機器の一例を示した．



↗沖縄市

鋼材質の変遷

172．橋梁の点検・調査計画

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

□ 1940年以降（昭和15年以降）の鋼材は，現在用いられて

いる鋼材とほぼ同じ性質．

□ 1940年以前の鋼材は，材質的に不均一のものが多い．

じん性が低く割れが生じるおそれがある．

⇒古材は溶接に適さない場合があるため、

補修・補強対象部材の鋼材質を確認することが重要．



↗沖縄市

防錆仕様，設計荷重などの変遷

182．橋梁の点検・調査計画

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

□塗装，溶融亜鉛めっき，金属溶射，耐候性鋼など，

鋼橋に用いられる防錆技術についての基礎知識，

および技術の変遷について紹介．

□適用基準ごとに設計自動車荷重，およびＲＣ床版の最小

床版厚の規定が見直されていることを紹介．
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損傷の種類

192．橋梁の点検・調査計画

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

□鋼構造物の損傷として，腐食，疲労，地震や衝突などの

外力による変形，ボルトのゆるみ・脱落などを紹介.

□合成構造や床版など，コンクリート構造物の損傷として

塩害，中性化，ＡＳＲなどを紹介．

⇒報告書で後述される損傷事例，補修・補強事例の紹介に

つなげられるように，鋼橋の損傷に関する基本的な内容

を整理．



特殊橋梁の点検・調査時の着目点

202．橋梁の点検・調査計画

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

□トラス橋，アーチ橋，斜張橋，吊橋について，点検・調査時

の着目点を調査・整理した．
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３．橋梁の点検・調査技術

21３．橋梁の点検・調査技術

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会
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点検・調査技術ＷＧ 活動内容

22３．橋梁の点検・調査技術

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

□点検・調査に関する技術の情報収集

□点検・調査に関する新技術開発についての将来展望

⇒橋梁形式にとらわれず、すべての構造形式を対象に

点検・調査に関する有用な技術を整理し、将来展望を

まとめた．



↗沖縄市

点検・調査技術の情報収集

23３．橋梁の点検・調査技術

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

□点検・調査に関する技術の情報収集および分類

①点検技術

日常点検や定期点検など，主に目視による損傷の有無を確認

②調査技術

詳細点検，異常時点検など定期点検で発見された損傷や異常

について，非破壊検査や応力・変位・振動計測，長期モニタ

リング等，より客観的な情報を得るための技術

③点検＆調査技術

点検・調査の両方で適用できる技術
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点検・調査技術の情報収集

24３．橋梁の点検・調査技術

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

技術の情報収集範囲は下記の項目や各社ホームページから抽出

・新技術情報提供システム(NETIS)(国土交通省) 

・点検支援技術性能カタログ(国土交通省)

・土木構造物のためのモニタリングシステム活用ガイドライン

（案）令和元年12月(モニタリングシステム技術研究組合) 

・業界誌，技術専門誌，各社保有技術，技報等

※令和3年(2021年)までに公表された内容で情報収集



No. 技術名 技術分類 種類 取得情報

1
360度で構造物を素早く点検管理できる
パノラマビューアシステムPanoca

画像計測 3D管理 画像による損傷の有無程度

2 橋梁点検ロボットカメラ 画像計測 画像処理
コンクリートのひびわれ
0.2mmの損傷寸法を取得可能

3
斜張橋の斜材保護管点検ロボット
コロコロチェッカー 画像計測 ケーブルカメラ撮影 画像による損傷の有無程度

4 斜張橋における斜材の点検ロボット 画像計測 ケーブルカメラ撮影 画像による損傷の有無程度
素線の部分的破断を検出

5
橋梁近接目視点検飛行ロボットシステム
(桁橋や床版橋の近接目視を代替するドローン
と損傷位置・程度の判定支援システム)

画像計測 ドローン 画像による損傷の有無程度

6
非GPS 環境対応型ドローンを用いた
近接目視点検支援技術 画像計測 ドローン 画像による損傷の有無程度

ひびわれ

7
全方向衝突回避センサーを有する
小型ドローン技術 画像計測 ドローン 画像による損傷の有無程度

8 水面移動式ボート型ドローン 画像計測 ドローン 画像による損傷の有無程度

9
全方位衝突回避機能を搭載した
3Dレーザーシステム(ドローン)

画像計測 ドローン 3次元座標

10 マルチコプタ点検システム「マルコ」 画像計測 ドローン 画像による損傷の有無程度
ひびわれ

点検技術一覧

25３．橋梁の点検・調査技術

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会



点検技術一覧

26３．橋梁の点検・調査技術

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

No. 技術名 技術分類 種類 取得情報

11
球体ガードと360°カメラを搭載した
ドローンによる橋梁事前点検 画像計測 ドローン 画像による損傷の有無程度

12
水面フローターと360°カメラを搭載した
ドローンによる狭小橋梁事前点検 画像計測 ドローン 画像による損傷の有無程度

13
ウェアラブルレーザースキャナーによる
簡易外観図作成 画像計測 レーザースキャナー 画像による損傷の有無程度



27３．橋梁の点検・調査技術

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

橋梁点検ロボットカメラ ケーブルカメラ撮影

レーザースキャナーによる簡易外観図作成 ドローン

点検技術



28３．橋梁の点検・調査技術

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

調査内容を
各技術毎に整理



調査技術一覧

29３．橋梁の点検・調査技術

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

No. 技術名 技術分類 種類 取得情報

1
橋面舗装・床版上部非破壊調査システム
(床版キャッチャー)

画像計測 電磁波
床版上面の損傷
(コンクリートの土砂化)
路面のひびわれ

2
3Dレーザースキャナーを用いた
変状・損傷計測システム

画像計測 レーザースキャナー コンクリートのひびわれ，変状

3 3Dスキャナ 画像計測 レーザースキャナー 3次元座標

4 EMセンサー (ケーブルの応力計測)
計測・

モニタリング EMセンサー 張力

5
渦流探傷による鋼床版検査法
（みつけるくんK)

計測・
モニタリング 渦電流 き裂

6 下部工基礎の洗掘モニタリングシステム
計測・

モニタリング 加速度センサー 洗掘

7
橋梁たわみ計測サービス
INTEGRAL PLUS

計測・
モニタリング 加速度センサー 変位

8 OSMOS(ひずみ，ひびわれ，傾斜の測定)
計測・

モニタリング 光学センサー ひずみ，変位

9 ひずみ可視化デバイス SVD-1
計測・

モニタリング ひずみ計測器 ひずみ

10 穿孔法残留応力計測 非破壊検査 一部削孔 既設構造物の応力度



30３．橋梁の点検・調査技術

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

橋面舗装・床版上部非破壊調査システム 渦流探傷による鋼床版検査法

下部工基礎の洗掘モニタリングシステム 穿孔法残留応力計測

調査技術



点検＆調査技術一覧

31３．橋梁の点検・調査技術

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

No. 技術名 技術分類 種類 取得情報

1
鋼橋塗膜劣化度診断システム
ペイントビュー

画像計測 画像処理 防食機能の劣化

2
ひびわれ自動検出システム
i-Crack+

画像計測 画像処理 ひびわれ，床版ひびわれ

3
コンクリート表面塩分濃度計測システム
コンクリートビュー

画像計測 画像処理 塩害

4
斜張橋ケーブル被覆点検装置
H-Explorer

画像計測 ケーブル 画像による損傷の有無程度

5
橋梁点検支援ロボット+橋梁点検調書
作成支援システム

画像計測 点検ロボット
画像による損傷の有無程度，
ひびわれ，浮き

6
鋼材表面探傷システム
Quart-ET

非破壊検査 渦電流 き裂
(カルテット)



32３．橋梁の点検・調査技術

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

鋼橋塗膜劣化診断システム ひびわれ自動検出システム

コンクリート表面塩分濃度計測システム 鋼材表面探傷システム

点検＆調査技術



↗沖縄市

特殊橋梁におけるモニタリングシステムの紹介

33３．橋梁の点検・調査技術

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

①東京ゲートブリッジ（トラス橋）

雨量・風向風速，変位，加速度，ひずみ計測

②吊り橋ケーブル送気乾燥システム（吊橋）

吊り橋のケーブル腐食対策としての送気システムと遠隔監視

③気仙沼湾横断橋（斜張橋）

斜張橋ケーブル張力計測，温湿度・常時微動計測

④サザンゲートブリッジにおける軸力モニタリング（アーチ橋）

吊材の腐食が進んだ下路式ローゼ桁橋における吊材取替前後

の軸力計測



↗沖縄市

４．歴史的橋梁の維持管理

34４．歴史的橋梁の維持管理

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会



↗沖縄市

◆歴史的橋梁の維持管理

35

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

４．歴史的橋梁の維持管理

【歴史的橋梁とは】
・一般的に橋梁管理上の区分として「歴史的橋梁」という分類はない。
・1つの定義として、土木学会で定めたものがある。

＜土木学会での定義＞

【歴史的橋梁とは，国土交通省，文化庁，地方自治体，土木学会，
その他の公共機関ならびにそれに準ずるものによって，

歴史的，文化的な価値を有すると認められた鉄・鋼橋】

歴史的鋼橋の補修・補強マニュアル(土木学会)より

⇒ 「歴史的橋梁」は日常的に利用されているため、
健全な形で後世へ継承していく必要がある。

本WGでは、現行基準ではない過去の構造や仕様に着目し、
特徴や補修・補強方法について注意事項等を整理した。



◆歴史的橋梁の維持管理

36

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

４．歴史的橋梁の維持管理

●建設年代毎の構造物の特徴

⇒鋼材の規格変遷
溶接補修について

⇒接合方法の変遷
リベット接合等の補修について
F11Tボルトの補修について

⇒塗装仕様の変遷について

●歴史的橋梁の補修・補強事例



◆建設年代毎の構造物の特徴

37

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

４．歴史的橋梁の維持管理

●鋼材の規格変遷について

Mn/C の規定 P S

1925 大正14年 JES（20号） -規定なし- ≦0.06～0.08 ≦0.06 SS39等

1938 昭和13年 JES（430号） -規定なし- ≦0.06～0.08 ≦0.06 SS00,SS41,SS50等

臨時JES -規定なし- 緩和措置が取られた。

1948 昭和23年 JES金属3101 -規定なし- ≦0.06～0.08 ≦0.06 SS34,SS41

1952 昭和27年 JIS G3106 2.5≦Mn/C ≦0.04 ≦0.05 SM41W

1959 昭和34年 JIS G3106
2.5≦Mn/C

(C,Si,Mnそれぞれに規定)
≦0.04 ≦0.05 SM41、SM50 板厚によるシャルピー値を規定

第3世代 JIS G3106 同上 ≦0.035 ≦0.035 SM400,SM490等 高純化

材質名称 備考

～戦時中～

1980年代～

第1世代

第2世代

主な化学成分
規格和暦西暦世代

リン(P),硫黄(S) ：有害な影響を与える(強度低下，脆さ)

第2世代以降は、溶接に配慮された鋼材

⇒第1世代の鋼材は、溶接補修・補強に注意が必要



◆古い鋼材の溶接補修・補強について

38

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

４．歴史的橋梁の維持管理

●溶接性の評価指標
＜炭素等量(％)＞

＜溶接割れ感受性組成＞

𝐶𝑒𝑞 = 𝐶 +
𝑀𝑛

6
+
𝑆𝑖

24
+
𝑁𝑖

40
+
𝐶𝑟

5
+
𝑀𝑜

4
+
𝑉

14

𝑃𝐶𝑀 = 𝐶 +
𝑆𝑖

30
+
𝑀𝑛

20
+
𝐶𝑢

20
+
𝑁𝑖

60
+
𝑀𝑜

15
+
𝑉

10
+ 5𝐵

※値が大きいほど溶接が難しい

※予熱温度の管理に活用する

●留意点

①鋼材の化学成分 （上記指標）
②溶接補修部の構造（拘束条件等）
③溶接方法 （予熱・後熱処理など）



◆建設年代毎の構造物の特徴

39

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

４．歴史的橋梁の維持管理

●接合方法の変遷について

・鋼橋が建設され始めた頃「リベット接合」が主流

・1950年代後半 「溶接接手」が橋梁に用いられ始める

・1960年代半頃 「高力ボルト」の指針が示される

※1970年代頃以降リベット接合は使われなくなる
※1980年(昭和55年)の道路橋示方書ではF11Tが削除される。
※1990年(平成 2年）の道路橋示方書にはリベット接合が削除される。

リベット接合

●リベット接合は近年使われない構造
●F11Tの高力ボルトは、“遅れ破壊”により取替が必要なことがある。



◆リベット接合について

40

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

４．歴史的橋梁の維持管理

●基礎知識

●損傷事例

母材とリベット材料が一体となって腐食する傾向がある



◆リベット接合について

41

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

４．歴史的橋梁の維持管理

●補修方法・注意事項

①新たにリベットを打ち換える
⇒リベットを打つ熟練工がいない。騒音問題。

②高力ボルトに取り替える
⇒耐力の評価方法が確立されていない。

※リベット取替時の留意点

施工不良例

ハチマキ頭(塗装上の弱点に) ダンゴ頭(充填不良の可能性あり)



◆高力ボルトの遅れ破壊について

42

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

４．歴史的橋梁の維持管理

●F11TおよびF13Tについて

・1962年 F11T ⇒数年後に脱落事故 → 昭和55年の道示から削除
・1964年 F13T ⇒施工数か月で脱落事故 → 使用禁止に

★原因は水素脆性による「遅れ破壊」。現在はF10Tまで。

●補修方法・注意事項

・F10Tボルトに取替え

⇒設計よりも低強度のボルトであるため、
径を上げることや本数を増やすことを検討

⇒古いボルトを一旦取り外す必要がある
（1本ずつ交換 or バイパス工法)



◆高力ボルトの遅れ破壊について

43

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

４．歴史的橋梁の維持管理

●補修方法・注意事項
１度に全て取り外すことができないため、配慮が必要

下フランジ下面にバイパス部材を取付けた例

方法例１：1本ずつ取り替える
方法例２：バイパス材で仮に荷重を受けた状態で取り替える

下フランジ側面にバイパス部材を取付けた例



◆建設年代毎の構造物の特徴
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特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

４．歴史的橋梁の維持管理

●塗装仕様の変遷について

・「鋼道路橋塗装便覧」の平成２年版・・・「鉛」を含有する塗料が掲載

・ 〃 平成17年版・・・「鉛」を含有するものは削除

（平成９年までの高速道路会社の塗装仕様では
「鉛」を含む仕様が存在していた）

旧塗装仕様では、塗料に有害な物質
(鉛・クロム・PCB(ポリ塩化ビフェニル))が含まれる場合がある。

⇒塗装の塗り替え等で、旧塗装を剥がす必要がある場合は
注意が必要。



◆旧塗装の取り扱いについて
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特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

４．歴史的橋梁の維持管理

●塗膜剥離方法について

塗装剥離方法 概 要 

乾式 ヘラで掻き落としを行ったり，サンドブラストを使用するなど「物理的方法」によ

る剥離工法 

湿式 塗膜剥離剤を使用した「化学的方法」による剥離工法 

IH 剥離に必要な温度まで鋼板を加熱し，塗膜を剥離・除去する工法 

レーザー 高エネルギー密度のレーザー光を照射し，瞬間的に蒸発させる工法 

 

●注意事項

有害物質を含む塗膜を剥離する場合
・外部への飛散が無いように漏洩防止対策と作業者への安全対策が必須

・剥離した塗膜は、適切に処分する必要がある



橋梁名
補修補強
工事時期

補修・補強工事の概要

1896 明治29年

旧土浦線(現常磐線)隅田川橋梁(東京)
　　→旧江ケ崎跨線橋
　　　　　→霞橋(横浜市)(移設)
　鋼トラス橋

2009年撤去
　→2013開通

・旧橋を撤去し、撤去した一部を横浜市へ移設し再利用

1926 大正15年
永代橋(東京)
　鋼カンチレバー式ソリッドリブタイドアーチ橋

2016年
(平成28年)

・耐震補強(レベル２地震対応)
　(建設当時の支承は残し、水平力に対する機能分離支承を追加)

1927 昭和2年
蔵前橋(東京)
　鋼3径間アーチ橋

2016年
(平成28年)

・床版(バックル床版)の取替
　(バックル床版に使用されていた鋼板が腐食していたため
　　　　　　　　　　バックルプレートを新たに製作し交換)

1927 昭和2年
九之助橋(大阪市)
　上路式2ヒンジアーチ

1993年
(平成5年)

・RC床版を鋼床版への取替

1927 昭和2年
堂島大橋(大阪)
　下路式2ヒンジソリッドリブアーチ橋

2020年
(令和2年)

・RC床版を鋼床版への取替
・アーチ吊材の交換

1928 昭和3年
清洲橋(東京)
　鋼3径間自碇式補剛吊橋

2016年
(平成28年)

・耐震補強(レベル２地震対応)
　(建設当時の支承は残し、制震ダンパーを追加)

1931 昭和6年
白鬚橋(東京)
　鋼カンチレバー式ブレースドリブアーチ橋

2016年
(平成28年)

・耐震補強(レベル２地震対応)
　(建設当時の支承は残し、水平力に対する機能分離支承を追加)
　(床版を鋼床版化し、死荷重を低減)

建設年

◆歴史的橋梁の補修・補強事例

46

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

４．歴史的橋梁の維持管理



↗沖縄市

５．補修・補強事例の紹介

47５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会



↗沖縄市

48５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

研究内容

特殊橋梁について文献調査を行い、補修補強工法について整理し、

補修補強事例を紹介するものである。

報告書の構成

§1. 補修・補強概要

§2. 補修・補強工法

§3. 補修・補強事例

§4． 補修・補強時の留意点（支承部のジャッキアップ）

§5． 特殊橋梁の評価

§6． 予防保全

付録1 調査文献一覧

付録2 補修・補強事例



↗沖縄市

49５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

補修補強WGについて

●研究の進め方
特殊橋梁に特化した補修補強事例について
研究会所属会社の施工実績、土木学会、大学機
関等の文献を調査することから始めました。

●収集した文献は９３文献



↗沖縄市

50５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

文献整理：出典

0 5 10 15 20 25 30 35

基準

技報

雑誌

実績

書籍

報告

論文

(空白)

出典

集計

出典は公表された論文が多く、各社の技報等から、施工実

績についての論文を多く収集した。



↗沖縄市

51５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

文献整理：文献内容

0 10 20 30 40 50 60

マニュアル

一般

技術資料

技術紹介

技術論文

旧構造

新技術紹介

補修補強事例

(空白)

文献内容

集計

文献内容については、補修補強事例、旧構造に関わる内

容、各補修技術に特化した内容を多く収集した。



↗沖縄市

52５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

文献整理：橋種

0 5 10 15 20 25 30

PC斜長橋

アーチ橋

その他

ダブルデッキトラス

トラス橋

トレッスル…

ランガー橋

経年鋼材

桁橋

桁橋…

桁橋…

鋼橋全般

鋼製橋脚

鋼吊橋

鋼鉄道橋

高経年橋梁

吊橋

(空白)

橋種

集計

橋種については、特殊橋梁に着目して収集したが、損傷原

因や内容が一般的な橋梁でも同様の内容を示すものもあ

るため、桁橋についても文献を収集した。



↗沖縄市

53５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

文献整理：整理一覧

これらの資料について文献名、キーワード、文献概要を
整理し収集した文献を参考資料とし、巻末に整理した。
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54５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

§１．補修・補強概要

補修補強
工法

補修補強
事例

対策工法別に参考事例
を紹介
・当て板補修
・部材取替

etc.

損傷種別毎に参考事例
を紹介
・腐食
・き裂

etc.

作成する調書には、巻末の文献・事例集とリンクするように

整理番号を付記

調書がポータル的に事例検索できるように整理
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55５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

1.1 補修・補強の定義

補修 ・当初性能の回復を目的とした対策に適用する．

・当初性能以上の向上は目的としていない．
例えば
・耐久性・耐荷生の回復目的の当て板、部材取替
・第三者被害防止のコンクリートの断面補修やはく落防止措置

補強 ・耐荷力や剛性などの力学的性能の向上

・当初性能の向上を目的とした対策に適用する
例えば，
・将来の車両大型化に対応した床版補強や部材の追加
・疲労対策として，応力低減を目的とした部材の追加．
・支承部において耐震補強



↗沖縄市

56５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

1.2 特殊橋梁における維持管理上の留意点

特殊橋梁ならではの構造部位に着目

特殊橋梁の構造部位毎の維持管理上の留意点

橋種 維持管理上の留意点

トラス橋 ・主構格点部や横構交差部などは土砂・雨水などが堆積・滞水しやすい
・腐食促進因子が停滞しやすい構造腐食環境となる点に留意する必要がある

アーチ橋斜張橋・
吊橋

・アーチリブと吊材接合部(変断面部)は荷重集中点であり
部材形状が遷移することにより，雨水などが滞水しやいすい

・疲労，腐食等に起因した破断に留意する必要がある．

ニールセン橋 ・ケーブル被覆材やソケット部は風雨や振動
・施工不良が原因となることもある
・耐用年数以内でもまれに損傷が発生する
・雨水など腐食促進因子が浸入することでケーブル内部が腐食環境となる点に留
意する必要がある．

旧橋梁全般 ・リベットのゆるみ・腐食による破断に留意する必要がある．

共通 ・コンクリート埋設部はマクロセル腐食が発生しやすい。
・水の浸入に端を発し鋼材腐食となるため留意する必要がある．



↗沖縄市

57５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

劣化要因から発生する構造部材の変状に着目

特殊橋梁の劣化要因毎の維持管理上の留意点

劣化要因 維持管理上の留意点

排水，伸
縮装置か
らの漏水

・桁端部は通気性が悪く湿潤環境
・記号主構端部や補剛桁端部の腐食やトラス端支点部材の腐食や破断に留意する必要がある．

疲労 ・疲労の発生原因は活荷重だけではなく風の影響も受ける
・特殊橋梁は複雑な挙動を示す．
・部材直行部に発生することが多い．
・旧橋梁は二次部材の最小板厚が8mmと薄く設定されていることも多い

塩害 ・海浜部からの飛来塩分と凍結防止剤等の影響
・桁端部主構、外桁側滞留部には塩分の固着がする．
・腐食促進因子を要因とした腐食に留意する必要がある．

遅れ破壊 ・旧構造では高強度高力ボルト（F11T，F13T）の使用が行われていた時期がある
・環境条件によって突然ボルト破断が発生．
・高強度高力ボルトは現在も供用されている状態もある

添接縁端
部に発生
する隙間
腐食

・ボルト縁端が母材保護に配慮し8t限界まで添接板を伸ばしている場合に多く発生
（通常のボルト縁端40mm以上）
・腐食生成物の堆積現象が発生し，
・添接板の変形，近接ボルトの変状に留意する必要がある．



↗沖縄市

58５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

§２．補修・補強工法

○当て板

○疲労き裂補修

●部材取替

○連続繊維接着

○支承取替

○添接板取替

○ハンガーロープ取替

○塗り替え塗装



↗沖縄市

59５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

§３．補修・補強事例

○腐食

○き裂・疲労き裂

○変形

○遅れ破壊

○耐震補強

●添接板端部に

発生する隙間腐食

劣化要因から
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60５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

§３．補修・補強時の留意点
（支承部のジャッキアップ）

特殊橋梁のジャッキアップ時の留意点
特殊橋梁のジャッキアップ時には，新橋架設時には配慮されてい

ない構造系の変化，施工上の制約等があり，施工時には，あらゆる
視点からの照査が必要である．

このため本節では，過去のジャッキアップ事例の紹介とその事例か
ら明確となった留意点を記述する．

アーチ橋 トラス橋

事例紹介



↗沖縄市

61５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

アーチ橋の仮支承ジャッキアップ時の設計上の留意点

仮支承でのジャッキアップ時に，フレーム計算

等では発生しない、想定外の曲げモーメントが

生じ、応力集中が発生する可能性があるため，

3次元立体FEMにて静的線形解析を行った事例

について解説する.



↗沖縄市

62５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

アーチ橋の仮支承ジャッキアップ時の設計上の留意点

現況構造

補強２

簡易補強

アーチ・補剛桁
交点追加補強

補強1

補強3

仮支承近傍側面補強



↗沖縄市

63５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

アーチ橋の仮支承ジャッキアップ時の設計上の留意点

現況構造

現橋構造は応力の流れがスムーズであり，すべて

の箇所で，許容応力度内に収まる結果となった．
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64５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

アーチ橋の仮支承ジャッキアップ時の設計上の留意点

補強1

（簡易補強）では，仮支承上の補強部材に許容応力度を超える大きな応力が発生

し，さらに，アーチ・補剛桁の交点に降伏点に近い値が発生する結果となった．
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65５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

アーチ橋の仮支承ジャッキアップ時の設計上の留意点

補強２

（仮支承近傍側面補強）では，大きくした仮支承上の補強部近

傍では許容応力度内に収まる結果となったが，アーチ・補剛桁

の隅角部では，許容応力度を超える大きな応力が発生している．
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66５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

アーチ橋の仮支承ジャッキアップ時の設計上の留意点

補強3

（アーチ・補剛桁交点追加補強）では，交点近傍に新たな補強を追加し

たことにより，すべての箇所で許容応力度に比べ小さな応力度となった．



↗沖縄市

67５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

アーチ橋の仮支承ジャッキアップ時の設計上の留意点

まとめ

・応力集中等が生じるためFEM解析にて検証する
・ジャッキアップ位置は極力支承に近い位置とする
・補強部材設置について、既設の添接板等が設置されているた
め構造に制約を受けることがある。

・下部工の押し抜きせん断等の照査を実施する必要があるが、
コンクリートの強度確認をする必要がある。

・使用ジャッキについては余裕を持たせる
・施工時には主部材のひずみ・変位を対象とした安全管理計測
を実施するのが望ましい．



↗沖縄市

68５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

§５．特殊橋梁の評価

特殊橋梁の評価は補修前、補修後について評価する必要がある

評価内容：耐荷力、疲労
留意点と対応

◆耐荷力
・既設橋の計算を復元する必要がある。
・計算書がない場合があり、どのようなモデルで計算されたか不明

（格点部の結合条件 PIN or 剛結)
◆疲労
・古い橋では疲労の照査が実施されていなかた

➡ 計算での評価：・多くの部材をモデル化し3次元FEM解析
・疲労照査を行い継手毎に強度等級を適切に評価する

➡ 最 終 評 価：・静的・動的載荷試験を補修前と補修後に実施し設計
の活荷重応力と載荷試験の実応力度と比較して補強
効果を評価する



↗沖縄市

69５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

§６．予防保全

今のところ橋の機能への影響は小さいけれ
ど、直すのが望ましい損傷の補修を行うこと
を、「予防保全」と呼びます。

排水機能不全を解消するための予防策と
既設橋の疲労強度の改善と予防策についてあわせて
紹介します。
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70５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

§６．予防保全排水の予防保全の対策事例

水切り事例の紹介
構造物水切り事例

床版水切り事例
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71５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

排水の予防保全の対策事例

水抜き事例の紹介

水抜き設置事例
雨水浸入防止蓋事例

格点部における水抜き孔事例



↗沖縄市

72５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

排水の予防保全の対策事例

コンクリート埋設部対策事例の紹介 特殊橋梁部材の床版貫通部

2007年以降，メンテナンスの観点から拡大開口されている．
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73５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

防錆対策事例

防錆対策事例の紹介

桁端部の防錆仕様
増し塗り対策事例の紹介
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74５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

防錆対策事例

部材にて防錆仕様を使い分けた事例

特殊橋梁での塗分け事例

①格点部の塗装 → 一種ケレン＋金属溶射
②床版下面と開断面の下弦材 → 一種ケレン＋ふっ素系塗装
③一般部 → 三種ケレン＋ふっ素系塗装
これまでのように，同一の塗装を採用すると，腐食の進行の早い格点部
に合わせての塗り替えとなるが，本提案のように，環境毎に塗装仕様を
変えることで，次回の塗装時期がほぼ同一時期に揃えることができ，足
場設置等を含めたLCCの低減に寄与します．
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75５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

既設鋼橋の疲労に対するの予防保全

・新設橋に対しても既設橋に対して有用
・グラインダ仕上げでは，曲率半径が大き
くなれば応力集中の低減効果は大きくな
り道示では，曲率半径3mm以上の場合，
1等級の疲労強度向上を認めている継手
もある．

グラインダー仕上げによる予防保全

グラインダー仕上げの要領

ピーニング・ICRによる予防保全

・溶接部には一般的に高い引張応
力が発生

・溶接部を叩いて、圧縮残留応力
状態とすることで、疲労強度を
改善

ピーニング

圧縮応力
疲労き裂

閉口
ICR処理部

疲労き裂

ICR処理部
閉口

疲労き裂

溶接止端

母材に進展したき裂

ICR処理（き裂対策）



↗沖縄市

76５．補修・補強事例の紹介

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

既設鋼橋の疲労に対するの予防保全

SFRC舗装採用による鋼床版疲労の予防保全

局部応力の改善方法

半円孔による応力改善 アングル補強による局部応力の改善

剛性の高い鋼繊維補強コンクリート（SFRC）
を舗設することで溶接部に発生する局部応力を軽減する



↗沖縄市

６．最新技術を用いた橋梁点検の試行

77６．最新技術を用いた橋梁点検の試行

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会
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78６．最新技術を用いた橋梁点検の試行

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

【背 景】

◆橋梁点検の法令化

橋梁の維持管理にあたっては，平成24年度の笹子トンネル天井
板落下事故を契機に，国家レベルで5 年に1 度の近接目視点検
の実施が法令化され，平成26年度以降は，

より着実な橋梁点検が求められている．

◆特殊橋梁における点検時の課題

特に，本研究委員会の対象橋梁であるトラス橋，アーチ橋など
の特殊形式について，点検時に足場や台船が必要となるが，

足場の設置費用や架設・撤去に時間を要し，台船手配が困難な
どの課題も抱えている．
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79６．最新技術を用いた橋梁点検の試行

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

【新技術の活用にあたって】

◆国の動向

道路メンテナンスの質の向上や効率化の課題の対応として，
橋梁点検における近接目視の補完・代替・充実について，新技
術の活用による点検・診断の合理化が求められている

特に，国の定期点検要領の改訂(H31.2)において，「近接目視
によるときと同等の健全性の診断を行うことができる情報が得
られると判断した方法」での新技術により点検が認められてい
る.

新技術活用の妥当性の判断については定期点検を行う者(各自治
体)によるとされ，明確な採用基準はなく全国的な課題となって
いる.

課題



↗沖縄市

80６．最新技術を用いた橋梁点検の試行

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

【小委員会の新たな取り組み～大阪市の共同研究制度の活用～】

本小委員会では，新たな取り組みとして，大阪市の共同研究制
度を活用した，実橋（斜張橋，アーチ橋）を用いた試行点検を実
施し，実用における有効性および課題を整理した.

共同研究

➢新技術の選定・調整
➢新技術による点検の点検結果
（データ提供）

➢研究活動による効果検証
（中立）

大阪市

➢川崎橋,天神橋,平野橋,末吉橋
（フィールド提供）

➢従来点検の点検結果
（データ提供）

➢自治体（発注者）として
の効果検証

委員会
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81６．最新技術を用いた橋梁点検の試行

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

川崎橋
形式：

斜張橋
橋長：

129.15ｍ

天神橋
形式：
鋼アーチ橋
RCアーチ橋
橋長：

210.7m

平野橋
形式：
鋼アーチ橋

橋梁：
57.0m

末吉橋
形式：
RCアーチ橋
橋梁：

41.5ｍ
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橋梁点検にかかる新技術・調査手法の試行実施技術一覧表

No
点検支援技術性能

カタログ
掲載技術項目

試行実施技術 活用検討 企業名

1 画像計測

ひびわれ自動検出システム i-Crack+ 詳細点検 株式会社IHI

塗膜劣化診断システム ペイントビュー 詳細調査 株式会社IHI

全方向衝突回避センサーを有する
小型ドローン技術

詳細点検
株式会社

ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｲﾝﾌﾗ・
ｳｪｲﾏｰｸ

2 非破壊検査

コンクリート表面塩分濃度計測
システム コンクリートビュー

詳細調査 株式会社IHI

鋼材表面探傷システム Quart-ET(カルテット) 詳細調査 株式会社IHI

3 計測・モニタリング － － －

4 データ収集・通信

360度で構造物を素早く点検管理できるパノ
ラマビューアシステムPanoca

詳細点検
株式会社IHI

インフラシステム

ウェアラブルレーザースキャナーによる簡易
外観図作成

点検計画 株式会社SGS
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【試行点検状況】 画像計測

☛ i-Crack+による
詳細

点検

☛ ペイントビュー
による詳細点検

・既往点検結果（ひびわれ）は概ね検出抽出
・「遊離石灰の析出」「鉄筋露出」を伴うもの
は検出されなかた.

点検画像

点検調書への落とし込み
（黄色線：i-Crack+により検出，灰色線：既往点検 ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

・既往点検結果（腐食・発錆等）は概ね検出抽出
・損傷度の定量性については，要調整
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【試行点検状況】画像計測

前回点検結果
（近接目視）

ドローンよる
点検結果

☛ ドローンによる詳細点検

・既往点検結果（腐食等）は概ね検出抽出
・ゆるみの有無や浮きについては，近接目視が必要
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【試行点検状況】非破壊検査

☛ コンクリートビュー
による詳細点検

☛ Quart-ET(カルテット)
による詳細点検

 

 

 

 

 

 

 

 

坑口 
(西側) 

坑内 
(東側) 

エリア 11 エリア 7 エリア 3 

← (淡)  塩化物イオン濃度  (濃) → 

・一般的な飛来塩分による表面付着と同様の傾向
が見られた.

※コアサンプリングによる塩分濃度の把握は別途必要

探傷箇所 
きず検出 

指示 

疑似きず 

指示 

健全判定 

（指示なし） 

30 箇所 3 箇所 10 箇所 17 箇所 

 

※従来点検では，「き裂」は確認されていないが，
本調査において，きず検出が３箇所発見されて
いることから，今後，MTによる詳細調査が必要
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【試行点検状況】 データ収集・通信

 

☛ Panocaによる詳細点検 Panocaによる点検結果

☛ ウェアラブルレーザースキャナーによる計測
点群データ 一般図化

・近接目視が困難な箇所に損傷状況の確認が可能であった.
・天球上の写真で周辺状況を把握し，空間位置の把握が容易にできる.
・ゆるみの有無や浮きについては，近接目視が必要

・短時間で橋梁及び周辺状況の計測を行うことができ，一般図化が容易に可能であった.
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【試行点検による検証】

◆従来詳細点検，詳細調査の整合

点検可能であった部材については，従来点検により発見された

損傷は網羅できていた.また，新規の損傷について腐食，ひびわ

れも確認することもできた.

一方，画像等により一定の損傷度は確認できるが，前回点検か

らの損傷の進行度等，詳細の健全性については近接目視による

確認が必要と考えられる.

◆点検計画への活用

新技術の活用により，点検計画時に，一般図の準備や点検傾向

の把握，詳細調査の有無にかかるスクリーニングが可能.
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【活用例】

効率化に向けた新技術の活用

➡従来点検（近接目視）との併用

i-Crack+，ドロー
ン，Panocaによ
る点検
➡全部材を点検し，
損傷発生個所の把
握

損傷箇所の
スクリーニング

近接目視
➡
スクリーニング
された損傷箇所

+
「ゆるみ」などハンド
タッチで確認する必要
がある部材
（ボルト・添接部等）

点検計画に反映
（点検準備）

従来点検の効率化

・一般図の準備
・点検傾向の把握
・詳細調査の有無

【参考】川崎橋 従来点検費比

ドローン点検費用 = 約５８％

ドローン併用（半分短縮） = 約１０８％

（１／４短縮） = 約８３％
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◆国土交通省におけるインフラ維持管理へのDX推進

＊BIM/CIM適用拡大の

ロードマップの作成

＊国道白書2021において、DX推進を掲げる

＊インフラDX推進本部の設置（令和2年7月）

＊インフラDX人材育成センターの設置

点検・調査に関する新技術への将来展望

７．点検・調査に関する新技術への将来展望

令和5年度段階で、
詳細設計・工事
において原則適応
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◆首都高速道路㈱でのDXの取り組み～

＊基本情報（管理図等）＋リアルタイム情報（現場から）

を「GISと3次元点群データのプラットフォーム」に統合

⇒各種台帳の統合管理

径間単位での点検・補修履歴や図面等が閲覧可能

⇒3次元点群データ上に損傷位置・損傷内容・補修内容等記録

現地調査の時間短縮、補修設計の早期着手

⇒リアルタイム情報の防災・安全面への適用

緊急点検、早期道路啓開の判断支援など

点検・調査に関する新技術への将来展望

７．点検・調査に関する新技術への将来展望
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◆維持管理分野における新技術への期待（課題の解消）

＊労働環境改善（危険・劣悪環境）⇒省人化・無人化・ﾘﾓｰﾄ化

＊道路交通への影響回避 ⇒交通規制の短縮・不要

＊緊急対応 ⇒リモート化、無人化、情報システム化（GIS上）

＊専門知識・経験を持つ人材の不足 ⇒リモート化、AI化等

＊点検結果等の記録・保存・活用

⇒情報のデジタル化・整理保管・GIS上での閲覧共有

＊点検結果に基づく監視・モニタリング（様子を見て判断）

⇒着実・低コストの状態監視、安全な計測

将来展望 ～新技術に求められるもの：実務経験からの考察～

７．点検・調査に関する新技術開発についての将来展望



◆橋梁維持管理（橋梁点検含む）分野

における新技術導入への要素

＊使いこなせる人材確保・育成

＊既存の膨大なインフラ維持管理データの

確実な移行・保管・更新

＊従来技術との融合

＊着実な技術継承

質の向上、業務の効率化、低コスト化、課題の解消

93

特殊鋼道路橋の維持管理に関する調査・研究小委員会

将来展望 ～新技術に求められるもの：実務経験からの考察～

７．点検・調査に関する新技術開発についての将来展望

新
技
術
の
導
入
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94７．点検・調査に関する新技術開発についての将来展望
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