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インフラ構造物のメンテナンス等への
新技術活用における障害と対策に関する考察
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岐阜大学では，平成28年度に採択された「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）実装プロジェ
クト」において，SIPで提案された新技術の社会実装を目指した取り組みを進めている．本研究では，岐
阜県内を対象として新技術の社会実装上の障害・対策の明確化を目的に，技術開発者，発注者，受注者の
異なる立場の技術者へアンケートを行った上で，より直接的な意見を収集するヒアリングを行う2段階調
査を実施した．その結果，立場により障害は異なるため，立場間の溝を埋める第3者機関による立場毎の
対策を示す情報共有の場の提供が必要であると考えた．その上，市町村が管理する土木構造物を対象に新
技術のフィールド試験を行い，立場によらず多くの参加者を得た立場間の溝を埋める意見交換が，新技術
の社会実装への糸口であることを見出した．
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1. 背景・目的

分野への新技術の導入」，「メンテナンス技術者の育
成」，「メンテナンス分野における産官学の連携」に

新技術の開発及び社会実装に向けた取り組みとして， おいて地域内で中心的な役割を果たすことが求められ
我が国では，内閣府によるSIP（戦略的イノベーション

ている．そこで，「メンテナンス分野への新技術の導

創造プログラム）1)が現在積極的に進められている．岐

入」に対する具体的な到達目標の一つに，SIP維持管理

阜大学では，平成28年度よりSIP課題のひとつである

新技術が県または市町村等の実際のインフラ点検・維

「アセットマネジメントに関わる技術の実用化・事業

持管理業務の発注工事等に採用されることを挙げてい

化のための出口戦略強化の取り組み」に対し，SIPで提

る．この目標の達成に向け，新技術の社会実装を妨げ

案された新技術（以後，SIP維持管理新技術）をこれま

る障害とその対策を明らかにする必要があると考えた．

でに岐阜大学が積極的に進めてきたメンテナンスエキ

これまでにも，新技術の社会実装を妨げる障害とそ

スパート（以後，ME） のネットワークが活用可能な岐

の対策に関する研究や，対策として制度の整備が進め

阜県内地域へ社会実装を目指す「使いたくなるSIP維持

られている．1985年に発表された研究4)では，建設工事

管理技術のMEネットワークによる実装」，通称，岐阜

に積極的にロボット導入の試みがなされつつある時代

大学SIP実装プロジェクトを実施している．なお，「社

の中で，ロボット化を推進するうえでの問題点として，

会実装」とは，文献3)において，社会技術研究開発セン

「生産環境が多種多様であり大量生産になじみにくい，

ター（RISTEX）により「研究開発で得られた成果を実

耐環境性が問われる」といった技術面の問題，「汎用

2)

際に事業化し普及・定着させるフェーズを指してきた」 性が少ない，環境条件が厳しく計器が高値になる」と
と定義されたと記載されており3)，本研究でも同様の定

いった経済面の問題，「他分野の技術集団との協力体

義として扱う．本プロジェクトでは，「メンテナンス

制に実績が少ない」といった体制面の問題を挙げてい
1
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る．また，同時期である1986年に発表された研究5)では，

このように研究や制度の整備が進んでいるものの，

建設作業の自動化・省力化・ロボット化の阻害要因に

維持管理分野における新技術の社会実装は現在もあま

ついて，文献4）と同様な技術的，経済的な問題に加え

り進んでいない．また，発注者や技術開発者といった

て，社会的な問題として機械化によって作業員の仕事

立場によって抱える障害が異なることは明らかにされ

が無くなるため対策が必要であることなどが挙げられ， つつあるが，対策が示されているものは少ない．
促進要因として，危険作業を回避できる技術により作

本研究では，岐阜県内地域に対しSIP維持管理新技術

業員のニーズを得ることや，他種多様な現場に対応可

を社会実装するうえでの障害と対策を立場毎に明確に

能な技術の開発を挙げ期待を寄せている．その後，
2000年の濱田らによる研究6)では，発注者側の実績主義

することを目的とし，新技術の社会実装に関わる発注

と，技術の性能が評価されない価格競争による入札制

それに続くインタビュー形式のヒアリング調査を実施

度が障害として指摘されているとしたうえで，日本全

した．これらの結果を基に，立場毎に障害・課題・対

国の民間技術開発主体37社を対象に新技術普及の課題に

策を整理したうえで，全ての立場の障害を包括的に解

ついてアンケート調査を実施し，発注者と開発者の視

決する対策を提案し，その効果について考察を行った．

者，技術開発者，受注者への個別アンケート調査と，

点から障害・課題を階層化して整理し，新技術普及に
向けた双方の役割と対応策を示している．発注者の対
応策として，各発注担当者の技術活用インセンティブ

2. 調査方法

を高めることが重要としたうえで，トップダウン型に
よる新技術活用の推進や，発注担当者の積算作業の簡
素化等による負担軽減などが示されている．一方で開

本研究では，図-1に示す調査方法のフローチャートに
基づき研究を進めた．

発者に対しては，設計や品質管理といったソフト技術
が必須であるとしながら，明確な対応策は示されてい

(1) 調査対象地域

ない．2003年の長谷川による研究 では，建設ロボット

ここでは，アンケート調査に先立ち，対象とする岐

の研究開発は積極的に進められてきているものの，い

阜県の道路がどのような状況下で管理されているのか

まだ事業の域に達しておらず，建設ロボットの実装は

を明らかとするため，岐阜県に関する基礎データ12) - 15)を

不況による工事量の減少や人余り，研究費の削減など

平成29年1月1日現在の推計人口である自治体人口12)によ

の社会情勢の影響を受け低迷していると述べている．

り整理した．岐阜県地域において維持管理されている

また，維持管理分野における新技術の導入について述

土木インフラは，道路，河川，砂防等多岐に渡ってい

べた2008年の浅川・槌田による研究 では，点検・調査

る．その中で，市町村が管理する土木インフラのほと

を担う技術者が新技術を提案・導入するには，新技術

んどは道路関係の施設であり，維持管理コストにおい

導入のコストが高いことと，利活用の面での汎用性が

ても橋梁および舗装関連の比率が大きくなっている．

乏しいことが障壁となっているとしており，低価格化

そのため，本研究では道路に着目し，岐阜県及び県内

による採用機会増加や，点検・調査手法や評価手法の

全ての市町村である21市，19町，2村を対象に整理を行

標準化などを対策として挙げている．進められている

った．図-2～図-6に整理結果を示す．図中には近似式と

制度の整備として，国土交通省により2006年度から本格

相関係数（R2）を示している．

運営されている，公共工事等における有用な新技術の

a) 管理道路延長

7)

8)

積極的な活用を推進する「新技術情報提供システム

図-2に自治体毎の管理道路延長と自治体人口との関係

（NETIS）」が挙げられる ．NETISの本格運用の翌年に

を示す．管理道路延長は，平成25年4月1日時点の「道路

実施された地方公共団体の新技術活用促進に関する認

統計年報」において示されている道路延長13)を使用して

識等を把握するためのアンケート調査では，新技術を

いる．人口10,000人までは管理道路延長は500km以下で

9)

積極的に活用しない理由・課題として，「実績が少な

開始

い」，「技術の信頼性が不明」が挙げられているが10)，
調査項目の決定

対策については示されていない．他方，濱田らの研究6)
において障害として挙げられた入札制度に関し，近年

対象地域の設定
（MEネットワークを有する岐阜県地域）

アンケート調査

国土交通省では，価格のみによらない技術提案を含め
ヒアリング調査

た総合評価落札方式などの競争入札が採用されている11)．
しかし，地方自治体では現在も価格のみによる指名競

考察

争入札が主体となっており，障害のひとつである可能

対象者の設定
（発注者，開発者，受注者）
調査方法の設定
（アンケート及びヒアリング）

図-1 研究のフローチャート

性が高い．
2
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管理道路延長(岐阜県、県内市町村)

緩やかに長くなるが，人口10,000人あたりからの相関係
数 R2 = 0.80 となっているように線形的に，顕著に長くな

管理道路延長（km）
管理道路延長(km)

5,000
5,000

ることがわかる．
b) 土木職員数
図-3に自治体毎の土木職員数と自治体人口との関係を
示す．また，図中には土木職員数の行政職員数に対する
割合も示す．土木職員数は，平成28年4月1日現在の「地

4,000
4,000

岐阜県
3,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000

R2 = 0.7019
0 0

方公共団体定員管理調査」において示されている人数14)

-1,000
-1,000
1,000

を使用しており，土木に関わる職務をおこなっている職

10,000 自治体人口（人）
100,000
自治体人口（人）

員数を表す．人口が10,000人以下では，土木職員数が10

1,000,000

R² = 0.7985

図-2 管理道路延長
土木職員数(岐阜県、県内市町村)

人以下で緩やかに増加傾向である．なお，人口が最も少
土木職(人)
土木職員数（人）

ない自治体では土木職員が一人であった．一方，人口
10,000人以上では，土木職員数は増加傾向であり，人口
100,000人あたりから急激な増加が見られる．さらに，土
木職員数の行政職員数に対する割合は相関係数 R = 0.67
2

であり，線形的に増加することがわかる．
c) 土木職員一人あたりの管理道路延長
図-4 に土木職員一人あたりの管理道路延長と自治体

土木職員数
土木職員数 / 行政職員数

800
800

岐阜県

R2 = 0.6736

15%
15
10%
10

200
200

R2 = 0.4854

00
-200
-200
1,000

人口との関係を示す．一人あたりの管理道路延長は相関

20%
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600
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係数 R2 = 0.33 であり，弱い相関ではあるが線形的に減少

10,000 自治体人口（人）
100,000
自治体人口（人）

1,000,000

5%
5
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0

土木職員数

土木職一人当り管理道路延長(岐阜県、県内市町村)
図-3
土木職員数と土木職員数/行政職員数
土木職員数/行政職員数

傾向にあることがわかる．

対数 (土木職員数)

100
100

土木職員一人あたりの
管理道路延長（km/人）
管理道路延長(km/人)

d) 道路延長あたりの土木費
図-5に道路延長あたりの土木費を示す．土木費は，平
成28年度の当初予算内の単独事業費と補助事業費の合算
である「土木費」15)を使用しており，基盤整備のための
道路，河川，住宅，公園等公共施設の建設，整備等に要
する経費，及びこれらの施設の維持管理に必要な経費か
らなっている．先にも述べた通り，市町村が管理する土
木インフラのほとんどは道路関係の施設であるため，本

8080
6060
4040

岐阜県
2020
R2

= 0.3324

00
-20
-20
1,000

10,000 自治体人口（人）
100,000
自治体人口（人）

1,000,000

道路延長当り土木費(岐阜県、県内市町村)
図-4
土木職員一人あたりの管理道路延長

道路延長あたりの土木費は，100,000人程度まで人口規模
の増加によらず5千万円/10km以下であり，100,000人を超
えるとデータは少ないが，増加傾向にあると言える．
e) 土木職員一人あたりの土木費
図-6に土木職員一人あたりの土木費を示す．土木職員
一人あたりの土木費は，ばらつきは見られるが，人口
規模の増加によらず15千万円以下に推移していることが

250,000
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200,000
20

（千万円/10km）

管理道路あたり土木費(千円/10km)
道路延長あたりの土木費

研究では道路延長に対する土木費として整理している．

岐阜県

150,000
15
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R2 = 0.3043

00
-50,000
-5

1,000

わかる．

10,000 自治体人口（人）
100,000
自治体人口（人）

1,000,000

土木職員ひとり当りの土木費(岐阜県、県内市町村)
図-5 道路延長あたりの土木費

以上のように，管理道路延長，土木職員数，並びに
450,000
45

土木職一人あたり土木費(千円)

土木職員一人あたりの土木費
（千万円）

土木職員一人あたりの管理道路延長は，人口規模との
関係性が強いことがわかる．一方，道路延長あたりの
土木費は，岐阜県を除けば人口規模の増加との関係性
が希薄であり，市町村における土木費について道路管
理費用が多くを占めていることが伺える．また，土木
職員一人あたりの土木費についても一部のデータを除
き人口規模との関係性が希薄であることがわかる．こ
れらより，岐阜県内の一部の自治体を除き，人口規模

400,000
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図-6 土木職員一人あたりの土木費

の増加に伴う予算措置の増加は見られないことから，
3
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土木職員数/行政職員数（％）

25%
25

1,000
1,000

（1）自治体規模によらず同程度の費用で同程度の距離

発に関連する過去10年間（1990～2000年）の文献から，

を管理していること，（2）使用可能な費用は同程度で

技術開発の阻害要因・課題を約50項目抽出し，○×形式

あっても，規模の小さな市町村ほど単位道路延長あた

のアンケートを民間技術開発主体37社を対象に実施して

りの土木職員数は少ないことが分かる．（1）から分か

いる．さらに，結果の整理方法は，得られた結果の内，

るように，概ねどの自治体においても費用面において

回答者全体の25％以上が〇を付けた項目に対し「原因→

同様の障害・課題を抱えて土木構造物を維持管理して

結果」の関係により関連付け，要因・課題を階層化整理

いることが推察される． また，（2）から分かるように， を行っている．本研究では，このような既往の調査方法
人員が不足している自治体が存在していることから，
SIP維持管理新技術の導入によって効率化を図ることで

を参考に，アンケート調査を行った上で，より直接的な

大きな効果をもたらす可能性があると推察される．

こととした．なお，アンケート調査はヒアリング調査の

意見を収集するヒアリングを行う2段階調査を実施する
効果を高めるための補助的な手段として実施したもので

(2)

調査対象技術者

あり，対象機関ごとに回収率や回答内容に差が生じてお

調査対象者には，所属機関としての意見ではなく，

り，回収数も33者に限定されるため，意識傾向を分析す

業務や工事を発注あるいは実施する責任者，あるいは

るための参考資料として取り扱うこととする．ヒアリン

担当者としての意見を聴取することとし，アンケート

グ調査に関しては，各機関における維持管理を取り巻く

調査は技術開発者 11 名（SIP 技術開発者 3 名，研究所 1

環境に配慮しつつ，13機関50名を対象としており，今後

名，大学研究者 7名），発注者 16名（国土交通省 2名，

の考察の展開に十分な量であると判断した．調査は2017

県 11名，市町村 3名），受注者 6名（建設コンサルタン

年1月～2月にかけて実施した．

ト 6 名）の計 33 名，ヒアリング調査は技術開発者 20 名

表-1にアンケート調査票に記載した設問を示す．回答

（SIP技術開発者 9名，研究所 4名，大学研究者 7名），

表-1 アンケート調査票設問

発注者19名（国土交通省2名，県11名，市町村6名），
1）

新技術に関する
イメージについて

 担当する事業に新技術を活用することにつ
いてどのように感じているか
 「新技術」と聞いて思い浮かべる技術

2）

新技術活用の経験
について






調査の被験者数は異なる．なお，発注者へのヒアリン

3）

新技術活用にとっ
ての障害

 事業に新技術を活用できない，あるいはしづ
らい原因＜選択＞

グにおいては，対象者は公共事業の発注において最も

4）

新技術活用を促進
するための対策

 新技術を活用しやすくするために，有効と思
われる対策＜選択＞

5）

新技術活用のため
の留意点

 留意点として共感できる意見＜選択＞
・既存業界との利害考慮
…従来技術で対応困難な場合の新技術は
歓迎されるが，従来技術が置換えられるよ
うな場合は，既存の企業や業界が対応可能
な技術でないと反発が大きい．
・地元企業参画への配慮
…地元の企業が参画可能な活用形態が必
要であり，新技術の活用により地元企業が
排除されないようにすべき．災害対応や税
収確保のため，地元関連企業の育成と存続
は重要．
・効率化と高度化の使い分け
…新技術活用の目的として，従来技術の改
善（効率化，コスト低減）と，従来にない
技術（高度化）の 2 つがあり，これの使い
分けが必要である．
・活用方法と効果の明確化
…従来にない技術は，その活用の方法と効
果が明確でないと使われにくい．
・確実な検査確認方法必要
…従来にない技術は，性能や精度が確実に
保証されていないとトラブルのもととな
るため，簡便で確実な検査・確認方法が必
要．
・国の基準等の多要素関連
…活用が促進されるためには，LCC を含む
コストや国交省等の基準や指針，財源，活
用のインセンティブ等，多くの要素が関連
する．

6）

その他

 自由記述

受注者 11名（建設コンサルタント 6名，建設業者 5名）
の計 50 名を対象に行った．調査は事前にアンケート用
紙を送付し，ヒアリング時に回収することで行ったが，
日程調整の都合上アンケート用紙を回収できていない
被験者が存在するため，アンケート調査とヒアリング

影響力を有すると考えられる発注担当者を主体とし，
組織としての意向を把握するため関係部署の課長もし
くは所長・副所長クラスにも，可能な限り参加を要請
した．よって，調査結果は，技術開発者，発注者，受
注者の 3 つの立場に分類して整理を進めた．
なお，1. で述べたように，岐阜大学では既存のイ
ンフラ施設に対して適切な診断と処置を行うことができ
る技術者であるMEを育成するために，平成20年度より
社会基盤の整備や管理に関係する社会人を対象として社
会基盤ME養成講座を開講し，これまでに岐阜県を中心
に350名以上のMEを輩出している．MEの資格は，ME養
成講座において主に鋼橋，コンクリート橋，トンネルの
メンテナンスについて4週間にわたって講義や実習を通
じて学び，最終試験に合格することで認定される．岐阜
大学SIP実装プロジェクトにおいては，このMEネットワ
ークの活用を念頭に置いていることから，調査対象者の
中にはできる限りMEが含まれるように配慮している．
(3)

調査方法

既往の研究の一つである濱田ら6)の研究では，技術開
4
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担当する事業での新技術活用経験の有無
どのような新技術を活用しようとしたか
新技術の活用は結果的にうまくいったか
うまくいった，いかなかった原因

方法は自由記述式と選択式の2種類とし，設問1），2）， 3. アンケート調査及びヒアリング調査結果
6）は自由記述式，設問3）～5）は選択式とした．なお，
選択式の設問では選択肢をあらかじめ用意し，回答者が

以下（1）～（3）にアンケート調査結果の内，選択式

該当するものを選択（複数可，最も該当するものを一つ

の設問である設問3）～5）に対する結果を項目毎に示す．

選択）する形式とした．設問5）については，選択肢を

なお，アンケート結果を整理した図-7から図-9中の棒グ

「該当する意見」としており，後述するアンケート結果

ラフ内の数字はアンケート回答者数を表している． ま

の図中には省略して表記している．そのため，表-1中に

た，（4）にはアンケート調査結果及びヒアリング調査

詳細な内容を記載した．質問内容は，自治体における新

結果を整理した図表を示す．

技術の社会実装における課題やニーズの把握を目的に，
「新技術導入へのニーズ」，「新技術導入に関する意

(1) 新技術活用にとっての障害

識」，「新技術導入にあたっての課題」，「関連情報収

図-7に「3）新技術活用にとっての障害」に関する回

集」を中心に作成した．選択肢の決定に際しては，アン

答結果を立場別に示す．グラフ中の数字は回答者数を

ケート及びヒアリング調査以前より本プロジェクトで実

表している．発注者は開発者や受注者に比較して「公

施している技術説明会やフィールド試験を通じて，発注

平性を担保できない」と「会計検査への対応が不安」

者間でも国・県・市町村により新技術の社会実装を取り

への回答が大きな比率を占めた．会計検査では，導入

巻く環境は大きく異なること，市町村では新技術導入へ

の効果や性能・精度の確保，コストの妥当性について

の取組みがほとんど進んでいないことが把握され，開発

説明を求められるため，根拠を揃える必要があり，従

者においても，その所属分野により公共事業の仕組みや

来とは異なる方法を導入する際の不安要素となってい

発注者毎の環境の違いに対する理解度に大きく差が見ら

ることが考えられる．開発者は「公平性の担保」と

れることが伺えたため，新技術に関わる全ての関係者に

「会計検査対応」への回答が多いものの，「ニーズの

対して想定される障害や対策を挙げることで，立場によ

把握」に対する回答が多い傾向を示した．一方，受注

る意識差を明らかとすることを目指した．更に，このア

者は「公平性の担保」への回答が比較的多いものの

ンケートを基に回答の主旨・詳細内容を聴取することや

「性能や精度に対する不安あり」への回答が多い傾向

補足の質問をすることで，提示した選択肢に対する情報

を示した．また，開発者と受注者の40%程度が「発注者

を広く収集するべく，ヒアリング調査を進めた．

の要領等を満たさない」に回答しているものの，発注

ただし，本調査は維持管理に留まらず，公共事業の全

者の回答は20%程度に留まった．以上より，新技術が発

フェーズ（計測，調査，設計，施工，維持管理）におけ

注者の要領等を満たしていない場合でも，公平性の担

る「新技術」の活用を対象としている．よって，ここで

保や会計検査への対応の不安を解消できれば，発注者

は現行の技術基準や要領等に規定され，発注機関におい

に受け入れられる可能性があると言える．

て標準的な積算基準が公表されている技術を「従来技
術」，これ以外を「新技術」とした．
開発者N=11

発注者N=16
公平性を担保できない
公平性を担保できない

公平性を担保できない
4

9

会計検査への対応が不安
会計検査への対応が不安

7

企業や技術にお墨付き
企業や技術にお墨付き

企業や技術にお墨付き

4

基準や要領を満たさない
発注者の要領等を満たさない

トラブル発生が不安
トラブル発生が不安

3

高コストで低メリット

1

トラブル発生が不安

3

トラブル発生が不安

ニーズの把握が不十分

3

性能や精度に不安あり

3

3

00

1

3

ニーズの把握が不十分

長期技術サポートに不安

技術習得や変更が負担

1

技術習得や変更が負担

効果を確認できない

最もそう思う
回答者数（人）

3
1

00

発注者（回答者 16人）

3
4

そう思う

11

最もそう思う
回答者数（人）

1

11

効果を確認できない

図-7 「3）新技術活用にとっての障害」への回答
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2

2

開発者（回答者 11人）

5

3

利点や欠点が不明確

1 2 3 4 5 6 7 88 9 10111213141516
16

そう思う

2 1

性能や精度に不安あり

1

1 2 3 4 5 6 7 88 9 10111213141516
16

そう思う

基準や要領を満たさない

1

長期技術サポートに不安

利点や欠点が不明確

4
3

2

2

企業や技術にお墨付き

1

3

技術習得や変更が負担 1
技術習得や変更が負担

効果を確認できない
効果を確認できない

2

3

4

利点や欠点が不明確
利点や欠点が不明確

公平性を担保できない
会計検査への対応が不安

高コストで低メリット

5

長期技術サポートに不安
長期技術サポートに不安

2

基準や要領を満たさない

ニーズの把握が不十分
ニーズの把握が不十分
性能や精度に不安あり
性能や精度に不安あり

3

3

3

高コストで低メリット 2
高コスト低メリット

6

会計検査への対応が不安
4

受注者N=6

00 1
そう思う

最もそう思う

2 3 4 5 6 78
8 9 10111213141516
16
最もそう思う
回答者数（人）

受注者（回答者 6人）

(2) 新技術活用を促進するための対策

答結果を示す．発注者，受注者ともに，「地元企業参画

図-8に「4）新技術活用を促進するための対策」に関

への配慮」への回答が多い傾向にある．また，発注者，

する回答結果を示す．いずれの立場からも「発注者の要

受注者ともに，「LCCを含むコストや国交省等の基準や

領等で新技術の導入を記載」に対して多くの回答が得ら

指針，財源，活用のインセンティブ等，多くの要素が関

れており，特に受注者の回答が多い傾向にあった．また， 連する（国の基準等の多要素関連）」という意識が強い
開発者と受注者では，「新技術の適用例の提供」と「外

傾向があるものの，これに対する開発者の意識は低い傾

郭団体等による技術評価制度」に対する回答が多かった． 向がある．以上の結果より，開発者は技術の高度化の推
ここでの外郭団体等とは，行政機構的に発注者と受注者

進により社会実装拡大を目指しているが，発注者と受注

との中間に位置する団体を意味し，岐阜県においては岐

者は，周辺の様々な要素をクリアしないと社会実装が難

阜県建設研究センターや，岐阜大学等が挙げられる．ま

しいと考えていると思われる．

た，「要領」は発注者の要求事項を意味し，「基準や指
針」は第三者が示す技術的な助言を意味している．以上

(4) 立場毎の社会実装上の障害の整理と対策

より，要領において新技術の導入を促す記載をすること

表-2に本アンケート調査の集計結果，およびヒアリン

が全ての立場において新技術活用の促進に繋がると考え

グにおいて提起された社会実装上の主たる障害について，

られるが，より実現可能な対策として，開発者，受注者

各々の立場毎に整理した結果を示す．また，表-3には立

の回答より，技術の評価の実施及び新技術の適用例を増

場別に望まれる取組みの例を示す．なお，表-2と表-3は

加させることで，活用の促進に繋がる可能性がある．

新技術を社会実装する際の障害と望まれる取組みの具体
的な内容を立場別に整理した点に特徴があると言える．

(3) 新技術活用のための留意点

これらの表より，共通項はあるものの，立場により考え

図-9に「5）新技術活用のための留意点」に対する回

る障害が異なることが明らかとなった．そこで，ここで

開発者N=11

発注者N=16

新技術情報提供システム（NETIS）
新技術情報提供システム（NETIS）
新技術情報提供システムと
5
2 と同様の仕組み
と同様の仕組み
同様の仕組み
要領や仕様書における新技術の
要領や仕様書における新技術の
発注者の要領等で新技術導入
8
4
導入を促す記載
導入を促す記載
を記載
学会や業界団体による技術評価
学会や業界団体による技術評価
学会や業界団体による
2 2
制度
制度
技術評価制度
学会や業界団体による基準や指

学会等の基準や指針整備
針、マニュアル等の整備

各新技術の関係者が組織した技
新技術関係者の技術協会
術協会
新技術の適用例や仕様記載例の
新技術の適用例の提供
提供

新技術情報提供システム（NETIS）
と同様の仕組み

3

要領や仕様書における新技術の導
4 入を促す記載

3
1

学会や業界団体による基準や指
針、マニュアル等の整備

1

各新技術の関係者が組織した技
術協会

2

3

4

学会や業界団体による技術評価制
度

学会や業界団体による基準や指
5
針、マニュアル等の整備

3

発注者N=6

3 1

各新技術の関係者が組織した技術
協会

2

2

新技術の適用例や仕様記載例の
提供

新技術の適用例や仕様記載例の
5
2
提供

5

中立的な機関による新技術の評価
外郭団体等による
制度
技術評価制度

中立的な機関による新技術の評価
4 1
制度

中立的な機関による新技術の評価
3
制度

3 1

民間や準民間における新技術活
民間等での新技術活用実績
用の実績づくり

民間や準民間における新技術活
用の実績づくり

3

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516

0
そう思う

8

16

回答者数（人）

そう思う

最もそう思う

2

そう思う

民間や準民間における新技術活用
4 1
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516

0

8
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回答者数（人）

そう思う
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0

開発者（回答者 11人）

発注者（回答者 16人）

最もそう思う
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最もそう思う
回答者数（人）

受注者（回答者 6人）

図-8 「4）新技術活用を促進するための対策」への回答
発注者N=16
受注者N=6
開発者N=11
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地元企業への配慮
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性能や精度の簡便で確実な検査・

確実な検査確認方法必要
確認方法必要

LCCや国等の基準や指針、財源、イ

国の基準等の多要素関連
ンセンティブ等…

既存業界との利害

4
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術の使い分け必要

4

2

活用方法と効果の明確化

4

既存業界との利害
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活用方法と効果の明確化
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2
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図-9 「5）新技術活用のための留意点」への回答
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性能や精度の簡便で確実な検査・
確認方法必要

最もそう思う
回答者数（人）
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1
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5
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5
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3

10

効率化と高度化の使い分け
の使い分け必要
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1
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回答者数（人）
受注者（回答者 6人）

は立場毎に大きな障害と考えられる原因について，ヒア

表-2 障害の立場別分類

リング調査によって得られた回答を図-10～図-12のよう

立
場

に系統図により整理し，対策を提示することとした．対
策は，表-1内の設問4）への回答を整理したものである
ため，全ての障害への対策は挙げられていない．例えば，

発
注
者

図-10のように発注者は発注者と受注者のインセンティ

主な支障

(1)

担当者により意識差がある

(2)

導入のための労力が大きい

 公平性の担保が必要
 外部説明（会計検査）の根拠が必要
 内部説明（組織内合意）の根拠が必要

(3)

トラブル発生時のリスクが
大きい

 責任の所在が不明確
 確実，継続的なサポートが不安

(1)

開発の投資判断が難しい

 開発による先行者利益の確保が難しい
 短期間での投資回収が難しい
 市場の把握が難しい（規模，継続性）

(2)

要求仕様が不明確

 ニーズ（要求性能，精度）があいまい
 発注者にとっての妥当なコストが不明
 必要とされるサポート内容，期間が不明

(3)

行政の事情が
よくわからない

 機関や地域ごとに異なる事情
 発注方法，導入条件などがわかりにくい
 業界関係者への配慮が求められる

(1)

直接的なメリットがない

 技術提案が受注拡大に繋がらない

(2)

瑕疵のリスクが大きい

 責任の所在が不明確

(3)

技術提案コストが負担

 ニーズの把握，シーズの収集が必要
 導入妥当性根拠の作成が必要

ブ不足を大きな障害として認識していることから，「導
入インセンティブが不足」より系統図を開始し，対策ま
での道筋を提示した．開発者については表-2にあるよう
に，投資回収を目標としたときの障害が主であることか

開
発
者

ら「ビジネスモデル構築が難しい」より系統図を開始し
た（図-11）．一方，表-2のように発注者の「導入のた
めの労力が大きい」との共通項として受注者の「技術提
案コストが負担」といったインセンティブ不足が障害と

受
注
者

して考えられることから，受注者については，発注者と

主な原因
 組織としてのミッションが不明確
 中央と現場で温度差がある
 変化への抵抗感がある

受注者との比較を目的に「導入インセンティブが働かな
い」より系統図を開始した（図-12）．図-10と図-12の

表-3 立場毎に望まれる取組みの例

比較より，発注者に提示されている対策は予算に関わる

立場

望まれる取組みの例

対策が含まれるため，受注者に提示されている対策と比
べ圧倒的に多くなっていることが分かる．このことから，

発
注
者

同様の障害であっても取組むべき対策が立場により大き
く異なることがわかった．

国

要領等の記載の充実，予算の裏付け，
明確な目標設定による技術開発支援，等

自治体

組織の方針，性能規定型発注
民間活力の活用，インセンティブの付与，等

産・官の
技術開発者

ニーズ把握，魅力的な技術の開発
発注者の負担を減らす資料の整備，等

大学

維持管理技術者の育成，発注者の判断の根拠としての助言，
地域の産官学連携の要としての役割の遂行，
新技術活用に関する講義や講演，等

開
発
者

4. 新技術のフィールド試験を通じた情報共有の
場の創出

受
注
者

3. で述べたように，立場毎に新技術の社会実装の

発注者や開発者への情報の提供，
受注業務内での新技術の活用，等

障害とその対策が異なることがわかった．一方，新技術
現状でも
困っていない

導
入
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
不
足

発
注
者
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
不
足

担当者によりイン
センティブに差

適切な新技術
を知らない

公平性の担保
が難しい

面倒，余裕がない

会計検査への
対応が不安

組織内合意，
予算確保が難しい

シーズの収集
範囲が限定的

受
注
者
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
不
足

NETISの積極的
な活用

基準の制約を
満足できない

性能，精度を確
認できない

第三者機関の
検証がない

学会，第三者
機関による検証

先行実績，
事例が少ない

上位機関に
おける実績提示

公認された
歩掛りがない

他の手法との
コスト比較

コストの妥当性
判断が難しい

補修の保証･
コストが不明

事務連絡等，
国の柔軟な運用

人的，予算的に余裕がない

先行きの不安，
人材不足

基準や要領
への記載

実績，事例の
蓄積と提示

適切なLCCの
評価方法がない
導入の利点，
欠点が不明確

単
費
事
業
に
お
け
る
試
行

開発者側の
提案方法改善

効果発現に時間
が掛る

仕様書におけ
る提案要請

受注業者に提案メリットがない
受注業者の取
組み意欲不足

他機関との
職員人事交流

性能規定による
発注

同等製品が
存在しない

担当者の責任
が問われる
トラブル時に
対応可能か不安

個人的な
繋がりに依存

価格競争型入札
で発注

導入効果を確信
できない

トラブル発生時
のリスクが大

対策

新技術導入の
ミッション明示

インセンティブを
引出す発注方式

工事業者のレベルに
応じた技術導入
技術提案によるメ
リットの明確化

図-10 系統図を利用した発注者が認識する障害への対策例
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の社会実装に対する互いの意見の違いを関係者が共有す

い．そこで，岐阜県という地域の中心的な大学である岐

ることで，新技術の社会実装が加速されることが期待さ

阜大学が「岐阜大学SIP実装プロジェクト」の活動の一

れる．情報共有の場としては，例えば，新技術の説明会

環として，説明会やフィールド試験等を開催することで，

や実構造物を用いたフィールド試験の実施が有効と考え

発注者，開発者，受注者のいずれの技術者も参加しやす

られる．しかしながら，特定の企業が開発した技術を紹

く，新技術に関するニーズとシーズの橋渡しを行うこと

介するための説明会やフィールド試験を自治体が開催す

ができるのではないかと考えられる．このことは，SIP

ることは，公平性の観点から難しい．また，企業が開催

課題の意義の一つでもある．

したこれらの行事へは，自治体の職員の出席は容易でな

開発の投資判断
が難しい

先行者利益が
確保できない

公平性の担保が求められる

開発者側での
導入方法の工夫

対策

短期間での投資
回収が困難

実績重視，導入に時間掛る

国交省研究機関
との連携

NETIS等の国
の認証制度

あいまいなニーズの提示

小ロット受注の
実績を蓄積

継続的な市場
の担保がない

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
構
築
が
難
し
い

サポートが必要
な期間が不明
中央と現場，
地域でのニーズ差
要求仕様が
不明確

ここでは，情報共有の場として実施した岐阜大学SIP

適正なコスト
がわからない

関係者の影響
判断が難しい

過剰品質と
なりがち

事故・瑕疵のリスク

試行段階では小
ロットとなる

現行基準への適合要求

現行手法との
コスト比較困難

LCCの算出
方法が未確定

地元企業への
配慮が必要

公共事業の特殊性

既存業界への
配慮が必要

行政の事情が
よくわからない
組織･人により
インセンティ
ブに差

公共ニーズの
収集・集約

要領等があいまい，定性的

あらたな取組み
への抵抗感

判断基準の
明確化

シーズとニーズ
のマッチング
要領等がない
部分への導入

適切な開発パートナーとの連携

あらたな問題の発生懸念
（見えなかったことが見える）
導入効果が
イメージできない

従来作業に追加する
新技術

職員は現業で手一杯
新技術導入
意識に温度差

指針等における
導入の推奨

トラブルリスクが不安

事故・瑕疵の
対応が不明確

法律による導入
の義務付け

判断基準の明確化

図-11 系統図を利用した開発者が認識する障害への対策例
対策

導
入
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
か
な
い

発
注
者
がの
働イ
かン
なセ
いン
テ
ィ
ブ

導入必要性の
意識が低い

導入の説明
責任が増大

要領等に記載 基準や指針の
制定

発注者の体制
変更は大変

導入効果が
確認できない

個別の導入は
効果に限界

デメリットが
確認できない
トラブル発生
時のリスクが
不安

受
注
者
がの
働イ
かン
なセ
いン
テ
ィ
ブ

基準・要領に
準拠していない

現行のルール
に適合しない

デメリットの
明確化

メーカーの
保証が不十分

性能、精度の
保証がない

技術評価制度
長期的な技術
サポートが不安

瑕疵のリスク
が大きい

技術調査に伴う
コスト負担増

自身の受注拡大
に効果ない

誰が補償する
か不明確

瑕疵への対応
が不明確

公平性の確保
が必要

保険制度がない

性能規定型の
発注

価格競争入札
による発注

地元企業の 総合評価型の
メリット確保
発注

図-12 系統図を利用した受注者が認識する障害への対策例
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実装プロジェクトにおけるフィールド試験の概要とその
表-4 アドバイスシート設問

効果について考察した．

フィールド試験に参加
して影響を受けたとこ
ろ（複数選択）









(1)

実業務への適用範囲
（選択+記述）

 提案されている技術のみで，実業務に適用で
きると思う
 既存技術の一部を補完する要素技術として適
用できると思う
 他の要素技術や既存技術との組み合わせによ
って利用の可能性は広がると思う
 その他

(2)

提案技術の利用につい
ての実務面からの印象
（選択+記述）

 積極的に利用したいと思う
 発注者からの指示であれば利用する
 使えない（使いたくない）と思う

とで，直接的な情報共有の場とした．具体的には，表-4

(3)

 自由記述

に示す内容のアドバイスシートを配布し，参加者に記

提案技術が優れている
と思った項目

(4)

提案技術への改良提案

 自由記述
 自由記述

(1) フィールド試験の概要
岐阜大学SIP実装プロジェクトでは，H28年度に半年間
(0)

に4回のSIP維持管理新技術に関する説明会と6回のフィ
ールド試験を開催した．説明会では，技術開発者より
説明を受けた後，質疑応答を行うことで情報共有の場
を提供した．その上で，フィールド試験では，岐阜県
内の自治体が管理している橋梁，トンネル，堤防とい
った土木構造物に対して，岐阜県の各構造物に対する
点検要領に従った点検をSIP維持管理新技術を用いて行
うとともに，見学者からその場での質疑応答を行うこ

入してもらうことでより具体的な意見を開発者へ伝え

実業務への適用範囲
提案技術の利用につちえの実務面からの印象
提案技術が優れていると思った項目
提案技術への改良提案
提案技術の別な用途での利用提案
提案技術と他の新技術との組み合わせ提案
提案技術に対する技術的発展の期待度

(5)

ることを可能とした．以下では，H28年度に実施した第
5回と第6回のフィールド試験に参加した試験技術，及び

提案技術の別な用途で
の利用提案

(6)

提案技術と他の新技術
との組み合わせの提案

 自由記述

アドバイスシートの回答について具体的に示す．

(7)

提案技術に対する技術
的発展の期待度（選択+
記述）

 大いに期待できると思う
 改良等を行えば期待できると思う
 本日の説明だけでは期待できないと思う

(8)

その他

 自由記述

アドバイスシートへの記入は匿名で実施しており，
回答者の立場について内訳を明示することが出来ない．
また，回答者数は第5回フィールド試験時に20名程度，
第6回フィールド試験時には30名程度と，試験参加者と
比較し少なくなっている．これらより，得られる結果
の有意性を向上するために，アドバイスシート記入時
に発注者，受注者，開発者の立場を記載することや，
回答者数をより多くする工夫が必要であると考える．
第5回フィールド試験：
岐阜県美濃市役所の協力を得て，平成29年2月22日
（水）に図-13に示す下橋（橋長180.2 m ，RC単純Ｔ桁橋
8連）で開催した第5回フィールド試験では，自治体職員
を含め77名の参加を得て，下記の3技術を紹介した．
技術：橋梁点検ロボットカメラ等機器を用いたモニタ

図-13 下橋外観

リングシステムの創生（A社）（図-14 (a)）

(a)

(b)
図-14 各 SIP 維持管理新技術による下橋の点検
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(c)

技術：近接目視・打音検査等を用いた飛行ロボットに

技術：橋梁など道路インフラの点検支援システムの研究

よる点検システムの研究開発（B社）（図-14 (b)）

開発（E社）（図-16 (e)）

技術：橋梁・トンネル打音点検飛行ロボットシステム

上記の両フィールド試験に示すように，自治体や企業

の研究開発 （C社）（図-14 (c)）※第6回フィー

主導では難しいと思われる程の大勢かつ様々な立場の参

ルド試験で紹介した技術の一つと同技術である

加者を得たことから，地域の大学である岐阜大学を中心

が，下橋ではポール打検器によりフィールド試

とした情報共有の場を提供することは，大学という立場

験を実施．

を活かした方法であり，異なる立場間での情報共有の場
として非常に効果的であったといえる．

第6回フィールド試験：
岐阜県各務原市役所の協力を得て，平成29年4月12日

(2) 試験結果と考察

（水）に図-15に示す各務原大橋（橋長594 m ，PC10径間

図-17に下橋，図-18に各務原大橋におけるフィールド

連続桁フィンバック橋）で開催した第6回フィールド試

試験時に実施したアドバイスシートの設問「（2）提案

験では，岐阜県外からも含め150名を越える多数の技術

技術の利用についての実務面からの印象」への回答を技

者の参加を得て，下記の5技術を紹介した．

術毎に示す．ただし，上記した各技術の回答結果が特定

技術：橋梁点検ロボットカメラ等機器を用いたモニタリ

できぬように新たにアルファベットを付している．

ングシステムの創生（A社）（図-16 (a)）※第5
回フィールド試験においても実施

図-17より，「積極的に利用したいと思う」への回答

技術：近接目視・打音検査等を用いた飛行ロボットによ

については，技術Cでは45％と評価が高く，技術Bは
31％，技術Aは15％となった．次に，図-18より「積極的

る点検システムの研究開発（B社）（図-16 (b)）

に利用したいと思う」への回答が，技術Bでは48％と評

※第5回フィールド試験においても実施．

価が高く，次いで技術Fでは20%となっており，両技術

技術： 橋梁・トンネル打音点検飛行ロボットシステム

のこの選択肢に対する回答割合は他の3技術と比べて多

の研究開発（C社）※第5回フィールド試験で紹

いことが分かる．また，図-18において，技術A，Dのよ

介した技術の一つと同技術であるが，各務原大

うに，「使えない（使いたくない）と思う」に対する回

橋では打音点検飛行ロボットによるフィールド

答割合が他と比較して多い技術に対しては，「積極的に

試験を実施．（図-16 (c) ）

利用したいと思う」への回答割合が低くなっていること

技術：二輪型マルチコプタを用いたジオタグ付近接画像

が分かる．これらより，回答者数は参加者数と比較し少

を取得可能な橋梁点検支援ロボットシステムの

ないものの，各技術に対する回答者による評価が全体的

研究開発（D社）（図-16 (d) ）

に良く一致していることが分かる．さらに，双方の橋梁

図-15 各務原大橋外観

(c)

(a)

(d)
図-16 各 SIP 維持管理新技術による各務原大橋の点検
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(b)

(e)

5. 結論

でフィールド試験を実施した技術AとBは，図-17と図18の比較より，技術Aの「積極的に利用したいと思う」
への回答割合には差異が見られるが，「使えない（使い

本研究では， 岐阜県においてSIP維持管理新技術を社

たくない）と思う」への回答は各技術で6％，4％の違い

会実装する上での障害とその対策を明確にすることを

であり，同程度の割合となっていることが分かる．これ

目的とし，技術開発者，発注者，受注者の立場毎への

より，異なる構造物を対象としたフィールド試験におい

個別アンケート調査と，それに続くインタビュー形式

ても，参加者の各技術に対する概ね一定した評価が得ら

のヒアリング調査を実施した上で，立場毎に障害・課

れることが分かる．

題を整理した上で対応策を提示し，その効果について

以上のように，技術開発者，発注者，受注者と異な

考察を行った．

る立場の技術者が参加したフィールド試験にも関わらず，

アンケートならびにヒアリング調査の結果，社会実

回答者による技術評価が良く一致していることが確認で

装上の主たる障害について，各々の立場（発注者，開発

きた．これより，フィールド試験が情報共有の場として

者，受注者）について整理するとともに（表-2），立場

ある程度の成果を示したと考えられる．更に，実際に点

別に望まれる対策の例を整理した（表-3）．さらに，立

検業務をデモンストレーションすることで，発注者の抱

場毎の個別の大きな障害に対して収集された対策案を系

える不安要素のひとつである「性能や精度」について不

統図を利用して示し（図-10～図-12），同様の障害であ

安を解消する機会となる可能性があり，適用例を作るこ

っても立場により対策が大きく異なることを示し，立場

とに繋がることが期待される．しかしながら，フィール

間で障害に対する考え方・対策を共有することで新技術

ド試験の結果は，参加者の評価が一致している点に留ま

の社会実装に繋がる可能性が考えられた．

っており，各技術の評価技術認定には至ってはいない．

そこで， 情報共有の場として岐阜県内の市町村が管

このことより，今後は，フィールド試験を基に参加者が

理する土木構造物を対象とした新技術のフィールド試験

認めた技術に対して，例えば，第3者機関として位置づ

を行い，新技術に対する評価をアドバイスシートへ記入

けられる岐阜大学SIP実装プロジェクトが技術認定を行

することで収集した結果，回答者数は参加者と比較し多

うことが，新技術の社会実装への糸口ではないかと考え

くはないものの，回答者による技術評価が良く一致して

られる．

いることを確認した．これより，フィールド試験におけ

2.提案技術の利用についての実務面からの印象（複数選択者0名
2.提案技術の利用についての実務面からの印象（複数選択者0名）
2.提案技術の利用についての実務面からの印象（複数選択者0名）
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5%
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積極的に利用したいと思う

積極的に利用したいと思う

回答者
発注者からの指示であれば利用する
19名

回答者
45%
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使えない（使いたくない）と思う
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回答者
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発注者からの指示であれば利用する

技術 A

使えない（使いたくない）と思う

技術 B

技術 C

図-17 下橋に対する「（2）提案技術の利用についての実務面からの印象」への回答
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図-18 各務原大橋に対する「（2）提案技術の利用についての実務面からの印象」への回答
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EXAMINATION OF OBSTACLES AND COUNTERMEASURES WHEN
UTILIZING NEW MAINTENANCE TECHNOLOGIES
FOR CIVIL INFRASTRUCTURES
Rina HASUIKE, Koji KINOSHITA, Kenji YAJIMA,
Akiyoshi TAKAGI and Keitetsu ROKUGO
The Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program (SIP) aims to keep safe and secure infrastructure systems by utilizing most advanced information technologies and robotics technologies. Regional
universities such as Gifu University are acting for the new technologies proposed by SIP to be used in
infrastructure maintenance work of local governments. Accelerating applications of the new technologies
to infrastructure maintenance work is expected by stakeholders sharing differences in opinions. With the
aim of clarifying obstacles and countermeasures, questionnaire and interview surveys were carried out to
contractees, contractors of public works and developers of new technologies. In case of inspection technologies, for example, there were many opinions that recommending the use of new technologies in the standards for bridge inspection procedures has the most effect on the regional implementation. Besides, seminars
and field trials of the new technologies have been held to match the needs of infrastructure maintenance
with the seeds of technical developments.
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