
狭い所と高い所の橋梁点検 

狭隘桁下の CCD 点検，逆ローゼ橋の特殊高所技術点検 
 

服部エンジニア(株) 押尾 泰寿 
１．はじめに 

  平成 24 年 12 月の笹子トンネル事故を契機として，日本ではインフラの維持管理に関

する社会的関心が急速に高まり，平成 25 年をメンテナンス元年と位置づけ，平成 26 年の

道路法の改正，同年に定期点検に関わる省令・告示が施行され，今や日本中で社会資本ス

トックの点検・診断が実施されている。 
 静岡県においても橋梁の定期点検が計画的に進められているが，道路橋では小さな損傷

であっても致命的な事故に繋がることもあるため，必要な知識と技能を有する技術者が全

ての部材に近接して目視・点検・診断することが原則とされている。  
 標準的な桁橋の点検では，橋梁点検車やリフト車等を利用して近接する方法が一般的だ

が，一方で橋梁固有の現場条件や形状・寸法等 によって，物理的に近接目視が困難な場合

があったり，点検員に特殊な技術が必要になる場合もある。 
 ここでは，桁下空間が狭隘で点検員が進入困難な橋の点検事例と，上路式ローゼ桁橋（「逆

ローゼ橋」と略す）のため，50m 以上の高所での近接目視点検の事例を紹介し，これらの

点検の事前検討や当日の実施状況，および点検後の評価等について報告する。 
 
２．狭い所の点検事例（RC 床版橋の狭隘桁下空間の点検） 

2-1 現場状況 

 橋長 2m 以上の橋は全て点検対象になるため，例えば道路を斜めに横断する暗渠であって

も道路中心線上で 2m 以上あれば，これらも点検対象とすることが省令で定められている。 

 具体の点検対象の橋は，図-1 の平面図に示すように県道を斜めに横断する水路として 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                     

 

 

図-1 現況平面図 

 注) 
 着色：対象橋梁 
 矢印：流向 



昭和 20(1920)年に架橋された RC 床版橋で，橋面は写真-1，写真-2 に示すとおりである。 

 

   写真-1 水路方向を下流から望む       写真-2 道路から水路付近を望む 

 

 桁下状況は写真-3，写真-4 のように，両側が重力式橋台で上部工が RC床版橋である。歩

道部は車道部施工後に拡幅されたものと推測され，歩道部より車道部の方が床版厚が 30cm
程厚く，桁下空間がより狭い。また，桁下の水位は以下の写真撮影時には 20cm 程度あった。  

 

    写真-3 歩道部の桁下状況          写真-4 車道部の桁下状況 

 

 以上から，桁下空間は以下のように整理される。 

 ・内空幅は 1.2m（橋長 2.7m） 

 ・内空高は歩道部で 75cm，車道部で 45cm 

 ・水位は観測時で 20cm 程度(点検時にも水位がある） 

 ・進入箇所は上流側・下流側の 2 箇所 

 ・桁下内において有毒ガスや酸欠等の危険性はない 

 

 従来からの経験で，内空高 45cm での近接目視点検，すなわち人が桁下に侵入して点検す

ることは，作業空間の狭さと点検員の安全確保の両面から不可能と判断した。 

車道部の歩道下面 

からの床版厚=30cm 

車道部の内空高=45cm 

歩道部の 

内空高=75cm 

内空幅=1.2m 

流向 

流向 



 一方，静岡県橋梁点検マニュアルでは「近接目視が物理的に困難な場合は，技術者が近

接目視によって行う評価と同等の評価が行える方法により点検しなければならない」とあ

り，なんらかの代替点検方法の検討が必要になった。 

 

2-2 点検の課題と対策の実施 

(1) 最小点検空間の目安 

 桁下に進入し近接目視による点検作業を行うに

は，桁下空間の幅は橋長 2m 以上の条件により，斜

角が 30 度の場合でも 1.0m※の内空幅はあり，一人

分の進入幅は確保される。(※2.0m×sin30°=1.0m) 

 一方，桁下空間の高さが写真-5 のように低い場

合は，四つん這いやほふく
．．．

前進により移動する 

ことになる。写真-5 は内空高 70cm，水深 30cm の事例だが，胴長着用でほふく
．．．

前進してい

る。事前調査段階のためカメラを持っていないが，点検時には片手にカメラを持ち水没し

ないように持ち上げて移動するため，四つん這いよりもほふく
．．．

前進の方が身体は楽である。 

 一方，狭隘空間に進入して近接目視点検を行う場合，安全確保のために以下について事

前に確認しておく必要がある。 

①内空高が，どの程度か？（進入可能な目安として，80cm 程度を確保できるか？） 

②水位が，どの程度か？（進入可能な目安として，10cm 程度以下か？） 

③河床や上空に障害物がないか？（河床に泥やゴミが堆積か？横断管はないか？） 

④進入口の反対側に出口があるか？出口がない場合，方向転換が可能か？ 

⑤進入できるのは，１人だけか？（2 人の方が，危険予知や作業時間の面で有利） 

⑥進入者と待機者との緊急時の連絡方法および救援方法は適切か？ 

⑦桁下内に有毒ガスや酸欠が生じる可能性があるか？（事前調査で確認する） 

⑧進入者の装備は万全か？（点検用カメラ，チョーク，マスク，手袋，ヘッドライト，

胴長等の防水対策等，また照明設備が別途必要か？） 

 

 このうち①の内空高については，「下水道管路管理に関する安全衛生管理マニュアル」(平

成 14年 3月／(社)日本下水道管路管理業協会）の以下の文面を参考に，安全に点検できる

最小内空高として 80cm 程度を確保するのがよいと考える。 

 

（参考）5-2-4 管きょ内人力作業の限度と危険防止対策～旧労働省から出された「下水道整備工事，電

気通信施設建設工事等における労働災害の防止について」（昭和 50 年 4 月 7 日 基発第 204 号）の通達

では…労働安全衛生規則第 6 章第 2 節，酸素欠乏症防止規則，坑内労働規定等を遵守させるとともに，

当面，内径 80cm 以上のヒューム管，さや管等を使用するように努めさせる…本協会では…人力作業は

管径φ800mm 以上とする。 

写真-5 狭隘桁下での点検員の移動状況 



(2) 代替調査方法の検討 

 国交省の平成 26 年度の定期点検要領に関する Q＆Aの中に，Ｑ：「近接目視と同等の手段

とは何か，具体的に示して欲しい」に対し，Ａ：「物理的に近づくことができない場合の点

検方法としてファイバースコープ※，弾性波探査などがあり～」との回答が示されている。 

（※1990 年代には光ファイバーの束で映像を投影するファイバースコープから，超小型映像素子(CCD)を

スコープ先端に配置したビデオスコープに世代交代が進んでいる。以上，Wikipedia より） 

 そこで，以下の CCD カメラを購入し，写真-6, 写真-7 に示すような 6m の伸縮ポールの先

端にカメラヘッドを取付け，桁下内に差し込み写真撮影する方法を考えた。 

 

 

  CCD ｶﾒﾗの撮影画像  

※このパネルでシャッタ

ーを切る 

 

 

 ｶﾒﾗの位置を示すﾒｰﾀｰ        

 

 

 CCD ｶﾒﾗﾍｯﾄﾞ  

 

 

   写真-6 CCD カメラと工作前の状況     写真-7 ポール先端の CCD カメラ状況 

 

 なお，CCD カメラは防水機能が高く，最大ケーブル長が 22m で倍率 1,3,5 倍で撮影でき，

カメラ位置を示すメーターが撮影手元に表示される。また，写真-7 の木製台の下には滑車

を付けてあり，河床がある程度の平滑面であれば滑車を転がせて進むこのができるように

工夫した。これとは別に，木製台に定着せず，ポール先端に CCD カメラのみを取付け，差

し込んだ雨樋の上を滑らせて撮影する方法も考えた。 

CCD ｶﾒﾗ 

LED ﾗｲﾄ 

木製台 

6m のﾎﾟｰﾙ 



 橋梁の下流側から CCD カメラで桁下内部を調査する作業状況を，写真-8，写真-9 に示す。

また，内部の撮影箇所とその代表的な損傷写真(写真-10～12)を以下に示す。 

 

     写真-8 下流からの現地調査状況(1)         写真-9 下流からの現地調査状況(2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 下流からの CCD カメラ撮影位置 

写真-10 右岸橋台(7 番) 写真-12 床版下面(4 番) 写真-11 左岸橋台(ｽﾞｰﾑｱｯﾌﾟ)(10 番) 

(3) 現地調査 

※ は計測箇所を示し，数字は写真番号を，()内は車道端からの距離を示す
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※ 番号は図-2 の写真番号を示す 



 写真-10 は右岸橋台の水衝部が摩耗した損傷で，写真-11 は左岸橋台の同様な摩耗をｽﾞｰﾑ

ｱｯﾌﾟしたもの，写真-12 は床版下面の剥落と思われる損傷である。 

 

2-3 事後評価 

 今回の点検では，CCD カメラを木製台に取付け，モニター画面で損傷を確認しつつ，一

定距離毎に右岸橋台→床版→左岸橋台の 3 枚を撮影した。損傷があれば発見時点でポール

の進入を止めて１倍，3 倍・5 倍のズームアップで撮影した。なお，現場ではポールを差し

込む人，モニター画面を確認しつつ作業員全体を指示し撮影ボタンを押す人，CCD カメラ

のケーブルメーターを注視して調査位置を教える人，これら 3 人の情報伝達と補助作業を

行う人の計 4 人体制で行ったが，野帳作成が追いつかないほど忙しいのは予想外だった。 
 以下に，現場調査段階で感じた事や，写真整理の段階でわかったこと等を列記し，事後

評価とする。 
(1) 人が進入できないほど桁下内が狭隘な場合，詳細な損傷図や補修図面を作成しても

補修工事はできない。そのため，この場合の点検目的は，橋を更新するほどの損傷が

あるか調査することであり，その意味で今回の調査方法は有効だったと考える。 
(2) 木製台を地面に接しつつポールを移動させるためには，桁下内の水位は 10cm 程度

が望ましく，それ以上の水位がある場合は，ポール先端の木製台を腕力で持ち上げな

いと，カメラが水没し対象物が撮影できなくなる。また，水位が高く流速があると，

ポール先端にかかる負荷が大きくなり，ポールを保持することが困難になってくる。 
(3) 桁下内部の照明を確保するためにポール先端に LED ライトを別途設置したが，作業

直後に故障してしまった。原因は LED ライトの防水機能に問題があり，結局，CCD
カメラヘッドに搭載されているライトで充分だった。（CCD カメラヘッドは水深 10m
まで OK） 

(4) 雨樋を地面に敷き，ポール先端に CCD カメラのみを取付けたポールを滑らせて移動

させる方法は，全く水位がない場合でないと採用できない。水位があり水が流れてい

れば雨樋が流れてしまうため，雨樋を保持する人とポールを保持する人が必要になり，

両者の作業空間が重なり作業ができないと思われる。 
(5) 現場河床の土砂の撤去や水位の低減が可能であれば調査前に実施すべきだが，多く

の場合，現場に水位がある状況で調査せざるを得ないため，10cm 以上の水位でも使

用可能なポール先端の治具の工夫や改良が必要である。 
(6) 作業手順をあらかじめ決めて，それに沿った野帳シートの作成が必要である。例え

ば，橋長が 3m 程度になると，床版の調査基線を複数設定しないと床版全体をカバー

する撮影ができない。撮影位置と写真番号を記入する野帳は，これらのことも想定し

ておかないと，現場で混乱することもある。 
(7) 今回の反省として，最初にスタッフ(箱尺)を調査対象面に付けて撮影しておけば，同

じ撮影箇所のスケール代わりになり，損傷の大きさを判定する際に役立ったと思う。 



３．高い所の点検事例（逆ローゼ橋の特殊高所技術点検） 
3-1 現場状況 

 逆ローゼ橋は山間部の渓谷に多く採用される

形式で，一般的なアーチライズは支間長の 1/6～
1/5 程度である。写真 -13 に示す本橋は昭和

58(1983)年に架橋され，橋長 190m，最大支間長

126m，アーチライズは 21m（支間長の 1/6)あり，

橋面から河床までは 50m 以上ある。 
 そのため，アーチリブや鉛直支材，橋台や支承

を近接目視するためには，点検員がロープで自身

を支えつつ部材に接近する技術が必要になるが， 
当社にはこのような高所での点検経験も特殊技術もないのが実状である。 
  
3-2 点検の課題と対策の実施 

 今回の点検では下表に示す NETIS 登録情報のうち，特殊高所技術により高所での近接目

視点検を行った。つまり，ロープアクセスよる点検を社内で実施可能な者がいないため，

専門の会社にアウトソーシングした。 
 
NETISに登録されている，ロープアクセス技術の比較(2016.4.19現在)

318 ★ 実績　大 18 実績　小

SRT調査・点検技術

KK-150006-A

(株)きいすとん

△ 未実施

近畿地方整備局

2015.4

合計

特殊高所技術

SK-080009-V

(株)特殊高所技術

★ 小実績優良技術

3

0 0 3

新技術① 新技術② 新技術③

実績　微少

ﾉﾝ・ｽｷｬﾌｫｰﾙﾃｨﾝｸﾞ工法(NSC)

QS-150005-A

(有)ｹﾝﾃｯｸｼｽﾃﾑｽﾞ

△ 未実施

九州地方整備局

2015.06

国交省 他の公共機関 民間国交省 他の公共機関 民間

9 8 1

四国地方整備局

2009.02

実績
件数

民間他の公共機関国交省

35 158 125

実
績

技術名称

登録No.

申請者

事後評価

整備局

登録年

 
 
 ここで問題なのは，ロープアクセスで点検する作業員が，特記仕様書に示される資格要

件を必ずしも満足しないということである。これについては，(株)特殊高所技術の作業員が

使用するカメラを橋面上の PC と有線で接続し，モニター画面の映像を点検員がリアルタイ

ムで確認することで，近接目視相当の情報を共有し点検と診断を行った。(写真-14~16 参照) 
 特殊高所技術による点検は，橋面下の鋼部材と橋台，およびアーチクラウン付近の床版

に対して実施し，3 人編成で 2 日半を要した。次ページに点検風景の写真を添付する。 

※ ここで言う「ロープアクセス」は一般用語であり，特定の技術名称ではない事に注意 

写真-13 点検対象の逆ローゼ橋 



 

 

 

 

 

写真-14 特殊高所技術作業員 写真-16 同左(中間橫支材) 写真-15 橋面の PC 画像(塗膜劣化) 

PC と繋がる有線 

写真-17 使用装具の準備 写真-18 鉛直材毎に作業員が移動 写真-19 ロープを高欄に定着 

写真-20 いよいよ降下 写真 -21 降下状況 (左は点検車 ) 写真-22 点検車で床版を点検 

写真-23 鉛直材の点検 写真-24 アーチリブの点検 写真-25 橋面へ戻るところ 

写真-26 橫支材の点検 写真-27 点検用の有線付カメラ 写真-28 アーチクラウンの点検 



 (株)特殊高所技術では，基本的に 2 名以上の班編制で点検し，1 名は必ず 1 級資格者(2 級

資格者で 1,000 時間以上の作業に従事し１級講習を修了した者)が入り，班員に不測の事態

が発生した場合，直ちにレスキューできる体制を取っている。 
 
3-3 事後評価 

 本橋の点検は，桁下に大井川鐵道が交差するため，点検当日は鉄道保安員の立会のもと，

鉄道ダイヤの 5 分前にトランシーバーで特殊高所点検の作業員に作業を一時中断するよう

指示し，列車通過後に作業再開の指示を繰り返し行った。その指示は，同時に点検してい

る点検車作業床にいる作業員も同様であり，鉄道保安員・点検車作業床の作業員・特殊高

所技術作業員との連絡を密に取る必要があった。さらに当日は，橋に隣接するトンネルの

点検も同時に実施されていたため，交通規制についてもトンネル点検の責任者と互いに連

絡を取りあいながら，意思疎通を図り安全に警備した。 
 ちなみに，国交省の橋梁定期点検要領で示される点検体制には，点検作業床にいる人員

やロープアクセスで写真撮影・スケッチ等を行う人員は，橋梁点検員の指示のもとに作業

する点検補助員とされている。 
 一方，橋梁点検員は点検作業班を統括し，安全管理に留意して各作業員の行動を掌握す

るとともに，点検補助員との連絡を密にして点検漏れ等のないように点検調査を実施・管

理し，損傷程度の評価を行うとされている。 
 点検現場では，作業の進捗に合わせ刻々と作業員や点検車は移動し，それに合わせて規

制範囲や交通誘導も変化していく。また，強風時には特殊高所技術作業員の安全に配慮し，

作業の中断も指示せねばならず，点検当日は身体以上に気疲れで消耗したことを思い出す。 
 いずれにしろ，危険と隣り合わせの高所での点検作業を，専門会社の協力を得て無事に

終了できたこと，逆ローゼ橋の必要かつ充分な点検データが得られ，点検と診断ができた

ことに満足している。 
 
４．おわりに 

 今回紹介した 2 つの点検業務に共通することは，近接目視で点検すると作業員の身に危

険が及ぶということである。一方，点検現場で何を優先すべきかは，安全に勝るものはな

いが，近接目視という課題がある。 
 このように近接目視と安全確保がトレードオフの関係にある場合，危険要因の排除にで

きることは何かを常に念頭に置き，安全で確実な点検計画を事前に充分検討することが重

要である。場合によっては充分な訓練と安全教育を受けた専門業者に，一部の作業を委ね

ることも必要である。 
 また，作業が輻輳する点検現場では，現場を統括し適切な指示と連絡を行い，点検作業

の推移とそれに伴う危険を予知し，第三者の安全はもとより点検関係者全員の身を守る気

持ちを持って，これからも現場に立ちたいと思う。 


