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1. フィールド試験概要

1.1. フィールド試験の目的

戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）で採択されたＳＩＰ維持管理技術について、現

地における技術検証を行うとともに、利用者と開発者の意見交換を通じて実装に向けた課題の共有

を図る。 

1.2. 実施日時

実施予定日：平成 29 年 1月 16 日（月）13：00～16：00 

予備日：1月 17 日（火） 

1.3. 試験場所

岐阜県本巣市根尾小鹿地内 一般県道根尾谷汲大野線 小鹿トンネル 

1.4. フィールド試験技術

表 1 フィールド試験技術

技術名 開発責任者 

高速走行型非接触レーダーによるトンネル覆工の内

部欠陥点検技術と統合型診断システムの開発

パシフィックコンサルタンツ（株）

安田 亨

※既存技術との比較検証としてトンネル点検車を用いた接触型レーダー探査を実施。

（必要に応じ、後日コア抜きによる内部欠陥の確認を実施）

1.5. 連絡先

【主催】 岐阜大学ＳＩＰ実装支援チーム 

  代 表： 沢田 和秀 

  事務局： 岐阜大学インフラマネジメント技術研究センター 

   （担当）羽田野（h_hatano@gifu-u.ac.jp） TEL：058-293-2436 

【協力】 岐阜県岐阜土木事務所 
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1.6. 位置図

(1) 全体位置図

岐阜大学 

試験場所 

（小鹿トンネル）

集合場所 

（樽見鉄道樽見駅駐車場） 

約 4km 

マイクロバスで送迎 

図 1 全体位置図
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(2) 現場位置図

※ 待機場所の駐車可能台数は 4台程度のみ。 

※ 参加者は、集合場所から現場までマイクロバスにより送迎する。 

※ 携帯電話の通話可能エリアは NTT ドコモのみ。ａｕ、ソフトバンクはエリア外。 

図 2 現場位置図 
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(3) 集合場所位置図

集合場所 ：樽見鉄道樽見駅駐車場 

管理者 ：本巣市役所根尾総合支所 

図 3 集合場所位置図 
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2. フィールド試験技術

2.1. 高速走行型非接触レーダーによるトンネル覆工の内部欠陥点検技術と統合型診断システムの

開発

(1) 概要 

研究開発テーマ 高速走行型非接触レーダーによるトンネル覆工の内部欠陥点検技術と統合

型診断システムの開発

研究責任者 パシフィックコンサルタンツ(株) 技術研究センター 

技師長 主席研究員 安田 亨 

共同研究グループ (株)ウォールナット、ｉシステムリサーチ(株)、三栄技研(株)、(株)フォーラムエ

イト 

【概 要】 

①  何をする技術なのか？ 

走行計測時の交通規制を要しないで、トンネル点検を可能にする技術 

②  維持管理における当該技術の活用方法の提案 

５年に１回のトンネル点検（法定）への活用 

点検前に走行計測することで問題箇所をスクリーニングし、点検作業を低減できる。特

に２回目以降の点検で、効率化、合理化、低コスト化を図ることが期待できる。 

規制期間の短縮により一般利用者への負荷を軽減できる。 

③  当該技術を構成する個別技術（フィールド試験対象） 

MIS（画像撮影）技術、変状抽出技術、画像合成技術 

MMS（レーザ計測）技術 

MRS 非接触レーダー探査技術（巻厚・空洞レーダー、内部欠陥検出レーダー） 

【フィールド試験内容】 

① 試験項目 

走行型計測画像から変状展開図を作成 

レーザ計測による点群データから変形モードを算出 

非接触レーダー探査から巻厚不足、背面空洞の有無及び内部欠陥を検出 

背面空洞を検出した場合は、検出箇所において接触型レーダー探査も実施 

② 当日の確認が可能な項目 

走行計測状況 

レーダー探査の反射波形画像 

④  後日の確認が可能な項目 

連続画像データを用いた変状展開図（既往点検調書との比較） 

点群データによるトンネル変形モード図 

巻厚・背面空洞測線図（接触型レーダとの比較） 

【フィールド試験制限事項】 

降雨時はカメラへの水滴付着により画像撮影不可 

非接触型レーダー探査の適用は覆工厚 50cm 程度まで 

【準備機材等（主催者側で用意すべきもの）】 

高所作業車（接触型レーダー探査時） 

高所作業車使用時の片側交互通行規制機材 

高所作業車上の照明器材
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(2) 参考資料
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3. 作業内容

3.1. 全体工程

フィールド試験工程表 岐阜大学ＳＩＰ実装プロジェクト　

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

予告看板設置

規制看板設置

片側交互通行

試験
17日は

予備日

一般県道
根尾谷汲大野線
小鹿トンネル

1月

備考試験場所
準備
試験

規制看板

試験

規制

規制方法 規制時間

片側交互
通行規制

13：00～
16：00

※ 規制時間帯 13：00～16：00 
※ 片側交互通行規制は、途中で上下線の切り替えを行う。

3.2. 試験手順

区分 作業内容 場所

調査車両計測

調査車両による計測を実施（上下線）

小鹿トンネル

全体説明
見学者集合

主催者よりフィールド試験の概要について説明
樽見駅駐車場

調査車両説明
開発者より調査車両について説明

説明終了後、マイクロバスにより現場へ移動
〃
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区分 作業内容 場所

計測デモの見学

下り線（樽見方面）を規制

調査車両による計測デモ走行（上り線・上大須方

面）

参加者はトンネル内の規制内側（下り線・樽見方

面）で見学

小鹿トンネル

検証作業（下り線）

背面空洞が確認された場合は、下り線（樽見方面）

規制内で高所作業車を用いて接触型レーダー探

査による空洞調査を実施（開発者）

側壁部の損傷状況を確認（参加者）

小鹿トンネル
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区分 作業内容 場所

検証作業（上り線）

上り線（上大須方面）規制に切替え

背面空洞が確認された場合は、上り線（上大須方

面）規制内で高所作業車を用いて接触型レーダー

探査による空洞調査を実施（開発者）

側壁部の損傷状況を確認（参加者）

確認作業終了後、参加者はマイクロバスで集合場

所に移動

上り線（上大須方面）の規制を解除

小鹿トンネル

意見交換 参加者と開発者による意見交換 樽見駅駐車場
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3.3. 当日作業スケジュール

表 2 当日スケジュール

時刻
所要

時間
見学者、事務局 計測班 規制班

11:00 60分 【小鹿 TN】
・現地集合

・調査車両計測

・樽見駅駐車場へ移動

12:00 30分 【樽見駅駐車場】

・事務局集合

・受付準備

【小鹿 TN】
開始ミーティング

規制準備

12:30 30分 ・見学者受付開始

13:00 5分 【樽見駅駐車場】

・全体説明（事務局）

下り線（樽見方面）

規制

13:05 30分 ・調査車両説明（開発者）

13:35 10分 ・小鹿 TNへ移動
（マイクロバス）

・小鹿 TNへ移動
（計測車両）

13:45 10分 【小鹿 TN】
・規制内に徒歩移動

【小鹿 TN】
・車両待機

13:55 10分 ・デモ走行見学 ・計測デモ走行

14:05 25分 ・高所作業車による検証作業（下り線・樽見方面）

14:30 5分 ・待機 規制切替え

14:35 25分 ・高所作業車による検証作業（上り線・上大須方面） 上り線（上大須方面）

規制

15:00 10分 ・樽見駅駐車場へ移動

（マイクロバス）

・樽見駅駐車場へ移動

（計測車両）

規制解除

撤収

終了ミーティング15:10 30分 【樽見駅駐車場】

・意見交換（見学者、開発者）

15:40 － ・見学者解散

・片付け（事務局）

・計測班解散

3.4. 準備機材等

表 3 準備機材等
№ 品名 規格 単位 数量 備考

1 折たたみ机 脚 1  

2 折りたたみ椅子 脚 2  

3 テント ウェイト付 張 1  

4 拡声器 台 1  

5 トンネル点検車 15mタイプ 台 1 照明器具付

6 安全帯 点検ハンマー付 5名分

7 移動トイレ 軽トラ付 台 1  

8 規制材、誘導員 式 1  

9 マイクロバス 定員 20名 台 1 運転手付

10 イベント保険加入 式 1 参加者数 40名以内
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4. 交通規制

4.1. 交通規制全体図

 交通規制は片側交互通行にて実施する。なお、途中で上下線の切り替えを行う。 

規制延長 200ｍ 
樽見側 

上大須側 
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4.2. 交通規制詳細図

（1）樽見側
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（2）上大須側
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5. 緊急連絡体制

岐阜大学ＳＩＰ実装プロジェクト

住所 〒501-1193　岐阜市柳戸1-1

Ｔｅｌ　 058-293-2422　

代表 沢田　和秀

携帯 080-5134-9380

<警察> <地域救急医療情報センター>

北方警察署 本巣地域救急医療情報センター

Ｔｅｌ 058-324-0110 Ｔｅｌ 058-324-3799

<消防> <労働基準監督署>

本巣消防事務組合消防本部 岐阜労働基準監督署

本巣北消防署根尾分署 Ｔｅｌ 058-247-1101

Ｔｅｌ 0581-38-3113

事故発生
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6. 添付資料

6.1. 過年度点検結果（抜粋）
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6.2. SIP技術アピールシート
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6.3. SIP維持管理技術のアドバイスシート整理結果
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