
岐阜大学 SIP 実装プロジェクト 第６回フィールド試験 

各務原大橋での橋梁点検技術の検証 

 

１．フィールド試験概要 

(1) 主催：岐阜大学工学部附属インフラマネジメント技術研究センター 
   各務原市 
   （公財）岐阜県建設研究センター 

(2) 目的：特殊形状橋梁における点検技術の確認 
(3) 日時：平成 29 年 4 月 10 日（月）～14 日（金）午前 9:00～午後 4:00 

   4 月 12 日（水）午前 9:00～午後 2:00 には，メンテナンスアドバイザー（MA）への 
   公開説明を実施 

(4) 場所：各務原大橋 
   木曽川右岸 A1～P2（岐阜県各務原市上中屋町） 
   木曽川左岸 P8～A2（各務原市川島小網町） 

(5) 橋梁緒元：10 径間連続桁フィンバック橋，594ｍ，平成 25 年 3 月開通 
     車道幅員（7.5m＝0.5＋2＠3.25＋0.5），歩道幅員（2＠3.0m） 
     平成 30 年橋梁点検予定 

(6) 試験対象技術： 
① 橋梁・トンネル用打音点検飛行ロボットシステムの研究開発（日本電気／西沢俊広） 
② 二輪型マルチコプタを用いたジオタグ付近接画像を取得可能な橋梁点検支援ロボットシ

ステムの研究開発（富士通／沢崎直之） 
③ 近接目視・打音検査等を用いた飛行ロボットによる点検システムの研究開発（新日本非

破壊検査／和田秀樹） 
④ 橋梁点検ロボットカメラ等機器を用いたモニタリングシステムの創生（三井住友建設／

藤原保久） 
⑤ 橋梁など道路インフラの点検支援システムの研究開発（デンソー／加藤直也） 
なお，岐阜大学 SIP 実装プロジェクトでは，③，④については，2 月 22 日にフィールド試

験を実施し，橋梁点検支援ツールとして利用できることを確認済である。また，⑤について

は，SIP の開発対象技術ではないが，国土交通省や NEXCO での実証実験等にも参画してお

り，東海地方の地元企業であることを考慮して，試験対象技術に含めることとした。 
(7) フィールド試験参加者： 

136 名（技術開発者，試験実施者を除く） 
(8) 報道： 

フィール試験の午前中の様子が，当日のNHKテレビの地方版で数回にわたり放映された。 
http://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20170412/5486291.html 
中日新聞にも，紹介記事が掲載された。 

  



２．フィールド試験の目的 

各務原大橋は，歩道幅員が写真-1に示すように 3m と広く，歩車道境界にフィンバック部材

もあるため，図-1に示すように大型橋梁点検車（BT400）を利用しても橋梁下面の点検作業が

できない。特に，脚高が 10m 以上と高く，桁下からの点検作業が難しい河川内径間 P2～P9（7
×60m＝420m，写真-2）については，点検足場設置あるいは特殊高所技術（ロープワーク）に

よる橋梁点検作業が必要となり，コスト面での負担も大きい。そのような観点から，河川内径

間の橋梁点検に SIP で開発中の飛行ロボットやカメラを用いた橋梁点検支援を検討する。 
今回のフィールド試験では，A1～P2，P9～A2 の河川敷部（写真-3,4）を利用して，飛行ロ

ボットやロボットカメラを用いた橋梁点検を行い，従来の点検作業に新技術をどの程度まで活

用できるかを確認し，河川内径間の橋梁点検計画の基礎資料とする。 

写真-2 河川内径間の状況（P8～P5 付近）

写真-4 右岸河川敷（P2～P1 付近） 写真-3 左岸河川敷（A2～P9 付近） 

図-1 橋梁点検車（BT400）による橋梁点検 

干渉発生 

写真-1 歩道の状況（上流側 P2 付近） 

フィンバック部材



３．各務原大橋の構造的な特徴 

各務原大橋（写真-5）は，平成 25 年度に土木学会田中賞作品賞を受賞した橋梁であり，景観に

配慮した設計が行なわれており，桁下からの景観（写真-6）にも配慮されている。 
橋脚は張出部のない小判型（写真-7）であり，その高さは水面より 10m 程度である。橋脚天端

幅は支点上横桁の幅と同一であり，点検者が橋脚天端に乗り込んで点検するスペースは設けられ

ていない。（写真-8） 
車道部の標準幅員は 7.5m（0.5＋2@3.25＋0.5）で，上下流とも 3m 幅員の自歩道が整備され，

P5 橋脚と P7 橋脚では，その自歩道幅が 5m に部分的に拡幅（写真-9）されている。自歩道部の

構造（写真-10，写真-11）は，プレキャスト製ブラケットで支持された PC 版構造である。歩道

部 PC 床版下面には排水管と上水管（下流側のみ）が設置され，排水管と上水管は歩道部ブラケ

ットに設置された支持金具で固定されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-6 桁下の構造（P9橋脚付近） 写真-7 橋脚の構造（P2橋脚）  

写真-9 自歩道部拡幅構造（P7橋脚） 写真-8 中間橋脚 沓座構造（P8橋脚） 

写真-5 各務原大橋全景（A2～P1 径間） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．フィールド試験での確認項目 

フィールド試験では，図-2 に示す部位について点検を行ない，点検記録を 3 種類の様式に沿っ

て整理する。 
① 点検記録：岐阜県橋梁点検要領に示される様式（紙面出力）を基本として作成する。 
② 検証資料：新技術を利用した橋梁点検で，損傷がない健全な部位については，「損傷がなかっ

たこと」を，第３者が検証するための資料を整理する。3 次元座標データ・構造体スキャナ

ー情報・映像情報・音響情報等で，紙面出力が合理的でない場合には，橋梁管理者によるデ

ータ確認が可能な専用プログラムや使用説明書等を含めた電子情報として整理する。 
③ 歩掛調査：現地点検作業，調書作成作業，その他記録整理作業における作業人工数を整理す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2 点検部位 
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写真-11 下流側歩道部桁下（P1～P2） 写真-10 上流側歩道部桁下（P1～A1） 



フィールド試験の点検対象部位と着目ポイントを表-1に示す。なお，一般的な点検作業で対応

可能な橋台，主桁内面，舗装・排水枡・高欄・伸縮装置などの橋面施設に関する点検は，フィー

ルド試験対象には含めない。 
 

表-1 点検項目と内容 

部  位 着 目 の ポ イ ン ト 

床版下面  PC 版における有害なひび割れ，損傷 
 PC 版継手部の漏水状況と漏水に伴う損傷 

主桁側面・下面  PC 部材における有害なひび割れ，コンクリートの損傷 
 PC 鋼材や鉄筋の内部鋼材の腐食に伴うひび割れや錆汁 

支点上横桁 
 PC 部材における有害なひび割れ，コンクリートの損傷 
 PC 鋼材や鉄筋の内部鋼材の腐食に伴うひび割れや錆汁 
 横桁下面の損傷の発生 

ブラケット  プレキャスト部材の有害なひび割れ，コンクリートの損傷 
 プレキャスト部材と現場打ち部材との接続部の損傷 

支承 
 鋼部材の腐食発生，ボルト部のゆるみ（隙間の有無） 
 支承ゴム本体の亀裂の発生 
 支承の移動量 

排水管＆支持金具 

 主桁部の排水管貫通部の漏水や損傷 
 縦引き管と横引き管との接続部の漏水 
 横引き排水管の漏水 
 支持金具の腐食や締付けボルトのゆるみ（隙間の有無） 

上水管＆支持金具  上水管本体および連結部の損傷の発生 
 支持金具の腐食や締付けボルトのゆるみ（隙間の有無） 

地覆  RC 部材における有害なひび割れ，コンクリートの損傷 

電線管・プルボックス  電線管本体の劣化損傷 
 プルボックスの固定部損傷（浮きあがり） 

下部工（橋脚） 

 橋脚天端における泥，塵埃等の堆積の有無 
 橋脚天端における有害なひび割れ，コンクリート損傷の有無

 橋脚躯体側面における有害なひび割れ，コンクリートの欠落

ち等の損傷の有無 
 

 

 

 

５．フィールド試験結果の利用 

フィールド試験結果を踏まえて，平成 29 年度後半に各務原大橋の橋梁点検方法について，従

来点検と，飛行ロボット・ロボットカメラ等の新技術による点検の適用性，効率性等の比較を

行なう研究を，各務原市と共同で実施し，平成 30 年に予定されている橋梁点検への提案を行な

う予定である。複数の技術の得意な部分を組み合わせることで，合理的な橋梁点検の支援が可

能となれば，今後の橋梁点検へのロボット適用の道も大いに開かれることが期待できる。 
その概略スケジュールを以下に示す。 



① 試験完了～5/31：フィールド試験結果の整理 
② 6/1～7/31：フィールド試験結果の評価と適用技術の選別 
③ 8/1～8/31：検討業務委託の仕様書作成および積算 
④ 9/1～9/31：委託者の決定 
⑤ 10/1～12/25：従来点検および新技術を利用した点検実施 
⑥ 1/5～3/20：点検結果の比較検討・整理，平成 30 年度の橋梁点検方法の提案 

 
 
６．フィールド試験状況 

フィールド試験の実施状況を，写真-12および写真-13に示す。 
 

（１）橋梁・トンネル用打音点検飛行ロボットシステムの研究開発（日本電気／西沢俊広） 

この技術を利用すれば,各務原大橋の橋脚側面，床版下面，主桁側面・下面，ブラケット部の

打音点検が，非 GPS 環境でも可能である。他の技術で撮影した映像から損傷が疑われる部位を，

この技術で打音点検することで，コンクリートの浮き等の損傷判定に利用できる。打検機能付

飛行ロボットのフィールド試験状況を，写真-14および写真-15に示す。 
 

 

 

 

写真-13 藤野 PDの挨拶 写真-12 フィールド試験の説明状況全景

写真-15 ロボット先端の打音機構 写真-14 橋脚側面の打音点検の状況 



（２）二輪型マルチコプタを用いたジオタグ付近接画像を取得可能な橋梁点検支援ロボットシス

テムの研究開発（富士通／沢崎直之） 

この技術は，各務原大橋の橋脚側面，橋脚天端，床版下面，主桁下面の近接画像を撮影し，

点検データを 3D-CAD 上で管理できる。大型二輪型と小型二輪型の２種類のマルチコプタを，

構造物に応じて使い分けることができる。小型二輪型マルチコプタでは，箱桁支承部等の狭隘

な空間での近接画像の撮影も可能である。点検結果は，点検調書として自動出力できる。二輪

型マルチコプタのフィールド試験状況を写真-16および写真-17以下に示す。 

 

（３）近接目視・打音検査等を用いた飛行ロボットによる点検システムの研究開発（新日本非破

壊検査／和田秀樹） 

この技術は，各務原大橋の床版下面および主桁下面の近接画像を撮影すると同時に打音点検

が実施できる。0.2mm 程度のひび割れの自動検出機能を有し，打音によるコンクリート剥離な

どが検出できる。機構上部の小型車輪を点検面に押し当て走行することで，連続面での映像取

得と打音点検が実施できる。打検機能と車輪付飛行ロボットの試験状況を写真-18 および写真

-19 に示す。 

 
 
 
 

写真-17 小型二輪型による橋脚天端点検写真-16 大型二輪型による主桁下面点検 

写真-19 機構上部の車輪と打検装置 写真-18 床版下面の近接撮影と打音点検 



（４）橋梁点検ロボットカメラ等機器を用いたモニタリングシステムの創生（三井住友建設／藤

原保久） 

この技術を利用すれば，各務原大橋の床版下面，ブラケット，地覆および主桁側面・下面の

近接画像を撮影することができる。FHD 画像（画素数 1920×1080）に，タブレット表示のク

ラックスケールや採寸機能を利用することで，その場でひび割れ幅や長さ等の欠陥部の形状測

定が可能である。橋面の床版張出部の高欄に設置した懸垂型ロボットカメラを利用すれば，河

川部での点検も容易である。従来の点検手法に最も近いイメージでの点検作業ができる。また，

損傷の経年変化も把握できる機能があり，進行性の損傷部位の点検に特に有効である。橋梁点

検ロボットカメラの試験状況を写真-20および写真-21に示す。 

 
（５）橋梁など道路インフラの点検支援システムの研究開発（デンソー／加藤直也） 

この技術を利用すれば，各務原大橋の橋脚側面，橋脚天端，支承周辺，床版下面，ブラケッ

ト，地覆および主桁側面・下面の近接画像を撮影することができる。近接画像データはデータ

センターに送信され，位置が特定され，ディープラーニングにより，損傷の種類，重要度が判

定される。可変ピッチプロペラを有する機体の安定性は高く，構造物から一定間隔での自動走

行が可能である。試験状況を写真-22 および写真-23 に示す。 

 

写真-21 高所型ロボット

カメラによる点検 写真-20 懸垂型ロボットカメラによる点検 

a) ブラケット，主桁側面 b) 橋脚天端，支承点検 

写真-23 狭隘部撮影用のシュノーケルカメラ 写真-22 床版下面の近接撮影 



（６）高所点検車を利用した技術開発者による近接橋梁点検 

上述した技術の実証試験後には，当日の試験で損傷が疑われた部位に，技術開発者自身が近

接して点検できる構成とした。技術開発者自身が，実際の構造物に近接して点検できる機会は

稀と考えられ，開発中の技術の精度確認や，改良点の把握に役立てるように配慮した。その状

況を写真-24 に示す。また，その際の近接目視点検で確認された主桁ブロック継手部の収縮ひ

び割れ（ひび割れ幅 0.2mm 程度）を写真-25 に示す。今回のフィールド試験で試用した技術に

ついては，この程度のひび割れついては，確実に検知・記録できる必要があると思われる。 

 
以上 

写真-24 開発者による近接点検 写真-25 主桁ブロック継手部のひび割れ 


