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内容

高速道路橋の維持管理の現状（資料非公開）• 高速道路橋の維持管理の現状（資料非公開）

橋梁の損傷実態と点検の課題• 橋梁の損傷実態と点検の課題

位置認識技術を利用した点検位置情報等の自動収集• 位置認識技術を利用した点検位置情報等の自動収集

大容量画像解析技術を利用した損傷評価支援• 大容量画像解析技術を利用した損傷評価支援



橋梁点検における課題

• 背景
– 橋梁数の増加

– 経年、交通量増加等による劣化の進行

– 熟練点検技術者の減少、若手技術者の教育

橋梁点検に当た 課題• 橋梁点検に当たっての課題
– 位置情報の記録など現場での点検作業の効率化

点検結果のデ タベ スへの登録などデ タ整理作業の効率化– 点検結果のデータベースへの登録などデータ整理作業の効率化

– 適切な損傷評価の実施

• 情報技術を活用した橋梁点検の課題解決の取組み
①位置認識技術を利用した点検位置情報等の自動収集

②大容量画像解析技術を利用した損傷評価支援
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点検業務における実務上の課題とＩＴ活用

①情報の自動収集・共有に関する技術 ②大容量情報の解析に関する技術

点検業務をＩＴを用いて効率化するために、ニーズと活用方法について整理

＜点検業務＞ ＜ＩＴ活用の方向＞

点検計画
策定

・過去の点検実績を把握
・様々な過去の資料が必要となる。
・業務委託に関する書類作成及び発注

＜課題、ニーズ＞

点検実施
記録

策定 ・合理的な点検計画を立案
業務委託に関する書類作成及び発注

手続きに時間を要する

・図面と現地の照合に時間を要する
・紙に記録する時間がかかる

・測定箇所のナビゲーション
・写真から測定値を自動的に算出

・記録

評価
・過去の類似事例（判定等）の検索

類似事例の中の必要情報を選別
・熟達した技術者が減少していく
技術者 キ より判定 ばら き

紙に記録する時間がかかる
・狭い場所で記録がしにくい

写真から測定値を自動的に算出
・現地からDBに直接データを入力

評価

記録・

→類似事例の中の必要情報を選別
・遠隔にいるエキスパートからの助言

・測定値、写真、評価等を自動的に記録

・技術者のスキルにより判定にばらつき
が生じる

・DBへの入力に時間がかかる記録
整理

測定値、写真、評価等を自動的に記録
・二次判定に必要な情報を自動的に整理

DBへの入力に時間がかかる
・データの誤入力の可能性がある

参考：東京大学「情報技術によるインフラ高度化」社会連携講座資料 4



①点検するにあたって・・・以外に難しい橋梁内での位置特定

橋梁内部は同じような構造の連続橋梁内部は同じような構造の連続

移動に伴う位置特定が困難
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①点検現場での情報の自動収集
従来では 現場でスマ トフォンを利用すると

＋点検現場で

従来では 現場でスマートフォンを利用すると

真

キロポスト： 35.8KP
路線名：館山自動車道

スマートフォン上
で自動的に情報を
スマートフォン上

で自動的に情報を

内業（システム登録作業）で

記録 写真
道路区分 本線橋

橋梁名 ○△橋

上下線区分 下り線

径間 A1P1

管理所名：市原管理事務所
取得し、現場でいく
つかの情報を入力
することで、
多くの入力項目

取得し、現場でいく
つかの情報を入力
することで、
多くの入力項目⑥写真・データ整理、⑦データ・入力更新を

行っている。

径間

損傷種別 Hi

損傷部位 主版

損傷位置 1G1G2

損傷評価 A１

多くの入力項目
データは点検管理
システムに反映され、
内業を大幅に減ら

多くの入力項目
データは点検管理
システムに反映され、
内業を大幅に減ら

①ＧＰＳなどで自動的に取得される項目

終了キャンセル す事が可能。す事が可能。

②スマートフォン上で入力可能な項目

システムに入力操作が不要となる

業 度登録が な

点検管理システムが必要とする項目が、

４０項目以上ある
③内業（点検管理システム）で入力する項目

内業で再度登録が不要となる

従来に比べ、入力項目大幅減従来に比 、入力項目大幅減



①点検現場での位置情報等入力の自動化

ＧＰＳ

位置情報から
自動入力

損傷状況などスマート
フォン上で入力

キロポスト： 35.8KP キロポスト： 35.8KP
路線名：館山自動車道

管理所名：市原管理事務所

道路区分 本線橋

橋梁名 ○△橋

上下線区分 上り線

道路区分 本線橋

橋梁名 ○△橋

上下線区分 下り線

路線名：館山自動車道
管理所名：市原管理事務所

上下線区分 上り線

径間 [未確定]

損傷種別 [未確定]

損傷部位 [未確定]

損傷位置 [未確定]

上下線区分 下り線

径間 A1P1

損傷種別 Hi

損傷部位 主版

損傷位置 1G1G2

終了 設定撮影

損傷位置 [未確定]

損傷評価 [未確定]

損傷位置 1G1G2

損傷評価 A１

終了キャンセル

現場で写真を撮影すると、ＧＰＳから位置情報
が取得され 路線名やキロポストなど必要な情

入力に手間。撮影時に自動的に写真に
情報を埋め込む とが望まし

現状の課題 本事業による解決策

が取得され、路線名やキロポストなど必要な情
報が自動入力される

情報を埋め込むことが望ましい



①過去点検と同じ構図での撮影

位置情報から近傍
の損傷結果を表示

同じ構図で撮影す
る写真を選択

過去の写真と重ね合わ
せ、同じ構図で撮影

径間 A1P1

ＧＰＳ

径間：A1P1
種別：Hi
位置：1G1g2
部位：主版

径間：A1P1
種別：Hi
位置：1G1g2位置：1G1g2
部位：主版

径間：A1P1
種別：Hi
位置：1G1g2
部位：主版

道路区分 本線橋

橋梁名 ○△橋

キロポスト： 35.8KP
路線名：館山自動車道

管理所名：市原管理事務所

終了キャンセル

上下線区分 下り線

次へキャンセル 終了 設定撮影

過去の損傷位置をＧＰＳと連動することで素早く把握が可能、
過去の点検写真と同じ構図になり、経年変化を把握することが
容易とな

現地で、過去の点検データを閲覧したい
過去の写真と同様の構図で写真を撮影
する調整に時間を要する

現状の課題 本事業による解決策

容易となるする調整に時間を要する



①撮影場所、損傷種別など入力データの自動化

過去の点検結果が引用される
（必要な箇所のみ修正を行う）

経年変化分だけデータ修正して点
検結果が登録できる

キロポスト： 35.8KP

道路区分 本線橋

橋梁名 ○△橋

上下線区分 下り線

キ ポスト 35 8
路線名：館山自動車道

管理所名：市原管理事務所 キロポスト：
85.8KP

路線名：
館山自動車

管理所名：
市原管理事務所

上下線区分 下り線

径間 A1P1

損傷種別 Hi

損傷部位 主版

道路区分 本線橋

橋梁名 ○△橋

上下線区分 下り線

径損傷位置 1G1G2

損傷評価 A１

終了キャンセル

径間 A1P1

損傷種別 Hi

損傷の経年変化を少ない入力項目で記過去の点検データがあるのに、今
回デ タを全 作成する手間が大

現状の課題 本事業による解決策

録が可能となる回データを全て作成する手間が大



①実橋における位置情報入手の試行結果

プロトタイプ機によって実橋で位置情報を計測

35.8414

35.8416

35.8418
 

Background map
Ground truth line
Positioning result
50[m] scale

35.8408

35.841

35.8412

35.8402

35.8404

35.8406

139.8535 139.854 139.8545 139.855 139.8555
35.84

 

慣性センサによる点検経路記録GPSによる点検経路記録
高架下でも測位可能 ・測位精度は2m程度

・橋梁形式等によっては誤差蓄積

・高架下でも測位可能
・測位精度は80m程度
・橋梁名の特定は可能
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①位置認識技術利用の点検イメージ

点検計画、点検位置情報の自動収集、点検記録・分析など

点検業務の効率化を推進点検業務の効率化を推進
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②大容量情報解析による損傷評価支援
従来では 構造物損傷評価支援を利用すると

点検結果をシステム入力後

従来では 構造物損傷評価支援を利用すると

多量 写真デ タを 度に高速に表示する技術に多量の写真データを一度に高速に表示する技術に
よって、点検の全体像を効率的に把握できるようにな
る。

ＣＳＶ出力

ＥＸＣＥＬ＋写真

画像類似性判定エンジンを使い、写真を似ている順に
自動的に並べ、差が直感的に分かるようになる。

確認中の損傷に画像として似ているものや、同一損傷確認中の損傷に画像として似ているものや、同 損傷
箇所の過去の写真をすぐに呼び出せるようにし、効率
的に比較ができるようになる。

操作者ごとに操作履歴取得と判定変更の記録を行い

CSV出力し並替えしながら
別途写真や図面、過去の点検結果を用
意し 評価・分析を行う 操作者ごとに操作履歴取得と判定変更の記録を行い、

熟練者の暗黙知を蓄積する。
意し、評価・分析を行う



②大量の画像データの高速処理技術を利用

今までは表示が出来
なかった数の点検写
真を、類似する損傷
が画像の特徴量を元
グ プにグループ化される

過去の点検デ タが損傷等の特徴毎にグル プ毎入力 確認 時間が掛かる

現状の課題 本事業による解決策

過去の点検データが損傷等の特徴毎にグループ毎
に表示され、全体の確認が効率的となる

入力・確認に時間が掛かる



②損傷の特徴量に着目した判定支援

判定対象とする損傷データを選択した際の画面

今回の写真・点検データと同時に、類似損傷、同一箇所の過去の写真・データ等が表示される

（１）１クリックで類似損傷を比
較する事が出来る

（２）１クリックで損傷度合いの
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（ ） クリックで損傷度合 の
比較が出来る



②類似損傷の気付きによる支援

類似損傷を参照したところ

他橋梁の同様な部材で類似損傷が発生していることが理解できる

下フランジ上面に腐食
が発生するケースが多が発生するケ スが多
い事を把握できる
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②損傷程度の判定支援

異なるグレードに判定された同様の損傷との比較

今回損傷判定が過去の判定例と比較して妥当かどうかの支援が可能

損傷が進行するとこれだけひ
どくなる事がわかる
ただし 現時点では損傷判定ただし、現時点では損傷判定
はここまで高く無い
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②過去の点検データとの比較

前回点検時の写真・データとの比較

損傷の進行程度や補修の優先順位等を考慮するための支援が可能

５年前の損傷と比較すると、
損傷の進行度合いがすぐにわ
かる
（損傷判定の要素となる）
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試行結果

• ①位置情報の自動収集
GPSによる位置情報で橋梁名まで自動記録可– GPSによる位置情報で橋梁名まで自動記録可

– 径間単位の位置情報は慣性センサ等の補助が必要

– 現場におけるデータ入力の労力軽減に課題（スマートフォンの場合）現場におけるデ タ入力の労力軽減に課題（スマ トフォンの場合）

– 点検結果のデータベースへの登録の効率化

• ②損傷評価支援
– 損傷データの特徴量による解析で損傷程度等の比較判定を支援

類似損傷 気付き る支援効果– 類似損傷の気付きによる支援効果

– 損傷程度の判定支援に効果

– 同一箇所の過去データとの比較で進行の把握に効果– 同 箇所の過去デ タとの比較で進行の把握に効果
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さいごに

・高速道路は国内物流上、 も重要なインフラの1つ
・橋梁数、経年・交通量の増加で橋梁の損傷も増加橋梁数、経年 交通 増 橋梁 損傷 増

・点検にかかる労力・コスト、熟練技術者確保等の課題

・①位置認識技術を利用した点検位置情報等入手の自動化

・②大容量画像解析技術を利用した損傷評価支援②大容量画像解析技術を利用した損傷評価支援

これら情報技術の活用により点検業務改善を推進これら情報技術の活用により点検業務改善を推進

震災時の点検、復旧等の支援に活用の可能性

※東京大学、北海道大学、九州大学、NEXCO東日本での共同研究の成果

（H23年度経産省委託業務「データ利活用における社会基盤の安全性向上」）
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