
 

その橋、経過観察できていますか？ 
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1. はじめに 

静岡県内の橋梁は、メンテナンスサイクル(5 年周期)が 2 巡目に入り、前回点検した橋

梁や、点検後に補修工事を実施した橋梁を再点検する事例が増えてきている。 

今回の発表では、当社が 2 巡目の橋梁点検等を実施している中で実感した「老朽化した

既設ＲＣ床版」の維持管理に関する課題と、その一解決策(上向きカメラ搭載型ドローンに

よる損傷状況の記録)について紹介する。 

ここで、橋梁の維持管理は、それぞれの橋の使用環境や要求性能、管理者の仕様にあわ

せて 適な対策が講じられる。以下で述べるのは維持管理の代表例であり、全ての橋梁に

合致するものでは無い点に留意されたい。 

 

2. サイクル 1 巡目で実施されてきたＲＣ床版の維持管理について 

ここでは、メンテナンスサイクル 1 巡目で実施されてきた既設ＲＣ床版の維持管理につ

いて概要を述べる。 

 

2-1 ＲＣ床版に生じている損傷の例 

表-1 に、ＲＣ床版の損傷状況の例を判定区分ごとに整理する。 

実際のＲＣ床版の損傷状況はⅠ～Ⅱ判定程度の状態であることが多いが、架橋年度が古

い橋梁ではⅢ判定に至っているケースも少なくない。 

 

表-1 ＲＣ床版の損傷状況と点検時に作成される損傷図のイメージ 

損

傷
ほぼ健全～

ごく軽微な損傷

対

策
経過観察

損

傷
損傷はあるものの

構造的な影響はない

対

策
予防保全的措置。

あるいは経過観察

損

傷
損傷が顕著で構造的

リスクあり

対

策
早期(5年以内が目安)

の補修を行う

損

傷
重大な損傷があり

供用が危険

対

策
緊急的に対策する

損傷の数が増え、形状も複雑

となり、正確なトレースが難

しくなり始める。点検者によ

りスケッチに差が生じる。

損傷の数が少なく、形状も単

純なため、比較的精度の高い

損傷図が作成できる。

ひび割れのトレースはほぼ困

難となる。損傷の種類・程度

の記録や、重大な損傷を見落

とさない点に主眼が置かれ、

ひび割れは概略形状(範囲、

幅、発生方向、ピッチが分か

る程度)で記載される。損傷

図は点検者による個人差が大

きくなる。

損傷図(1巡目)

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

ひび割れが進展し、2方向も

ある。ﾍｱｰｸﾗｯｸ(主)と0.1mm以

上(従)が混在する。遊離石灰

も増加

ごく軽微な1方向ひび割れ(ヘ

アークラック)や、局所的な

遊離石灰

ひび割れが細網状に進展し、

剥離・顕著な遊離石灰も見ら

れる。床版の土砂化が想定さ

れる。

ひび割れ(0.1mm以上が主)が

全体的に密に発生し、格子状

もある。遊離石灰も広い範囲

で発生する。

損傷の度合い

対策のイメージ

判定

区分
発生している損傷のイメージ

 

～上向きカメラ搭載型ドローンによる橋梁床版調査～ 



 

2-2 ＲＣ床版の橋梁点検・調査の概要 

1）点検・調査方法 

①現行の橋梁定期点検は近接目視が原則となるため、上部工を点検する際には橋梁点検

車（交通規制を伴う）を用いるケースが多い。 

②橋梁点検車を用いた点検は、点検員、橋梁点検車、交通誘導員等、各種の工程調整が

必要で、繁忙期では工程が非常にタイトとなる(日程が容易に変更・延長できない)。 

2）点検内容 

①損傷状況（種類・位置・形状・程度等）を損傷図としてスケッチし、損傷の種類や程

度が分かるよう代表箇所の損傷写真を撮影する。 

②損傷状況をシステムに入力し、損傷図や損傷写真を画像ファイルにて登録する。 

3）損傷図 

①前述の表-1、下記の図-1 に示す通り、床版の損傷が進展しているほど、損傷図はモデ

ル化される傾向にある(損傷状況をコメントで併記するケースも少なくない)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②限られた時間の中で、複雑なひび割れ形状等(写真-1 を参照)を正確にスケッチするこ

とは非常に難しく、点検員は損傷を見落とさない点、損傷の程度や危険性・補修要否

を誤らない点に注力していると考える。 

③これは、損傷形状を正確にトレースする必要性が低い（Ⅲ判定に至り、補修されれば

損傷は無くなる）という、維持管理の一般的な感覚も理由の一つと考える。 

 

 

 

 

 

写真-1 床版ひび割れの例(道路橋定期点検要領 H31 版より) 

 

2-3 ＲＣ床版の補修対策の概要・特徴 

1）1 巡目でⅢ判定と評価された床版は、通常 5 年以内に補修対策が講じられる。 

2）床版は「取替え工」等の抜本的対策が採用しにくい(長期の交通規制、難度の高い施工、

高いコストを伴う)という特徴がある。そのため、既設床版をできるだけ長寿命化させる

べく、まずは劣化因子の侵入を防ぎ、損傷の進行を止める補修対策が採用されるケース

が多い（明確に耐荷性能が不足している場合を除く）。 

Ⅱ判定 Ⅲ判定 Ⅳ判定 

代表箇所の損傷写真 

図-1 老朽化した床版において作成される損傷図のイメージ 

※1：床版ひび割れについて
・床版全体で格子状に発生。幅0.15mmが主。
・ひび割れ間隔は0.2m～0.5m程度。
・ひび割れに沿って薄く遊離石灰が見られる。

床版※1
：床版ひびわれ(D)(Ⅲ)：写真番号◆
：漏水・遊離石灰(C)(Ⅱ)



 

3）一般的な補修対策として「橋面防水工（＋導排水機能の改善）」、「無色透明の表面含浸

工（ヘアークラックの閉塞効果あり）」、「幅の広いひび割れ（あれば）に対するひび割れ

注入工」、「剥離部の断面修復工」等が挙げられる。 

4）これら補修対策は「既設床版(損傷)を隠さない工法であり、補修後も損傷の外観が大き

く変わらない」という特徴がある。これは、補修後に損傷が無くなる「鋼桁の塗替え」

や「付属物の部材交換」等と大きく異なる点と言える。 

5）床版を被覆する補修工法は、外観上の損傷が消えるものの、床版内部で損傷が進行し、

抜け落ち等の重大損傷に至った事例があり、 近では採用されなくなっている。 

6）つまり、老朽化した既設ＲＣ床版の 1 巡目の補修では、以下のようなメンテナンスサイ

クルを想定して、補修対策が実施されてきたと考える。 

①損傷のこれ以上の進展を防ぎ、かつ損傷を隠さない補修対策を講ずる→②定期点検

等により対策の有効性を経過観察する→③補修効果が切れた段階(損傷の進展が再開し

た段階)で再補修を講ずる。→④必要に応じて対策の改善、床版補強を検討する→⑤定期

点検等により経過観察する。 

 

3. 2 巡目の橋梁点検等で見えてきた老朽化したＲＣ床版の維持管理に関する課題 

老朽化した既設ＲＣ床版(1 巡目の維持管理済)に対して、2 巡目の橋梁点検等を実施した

際の課題を図-2 に整理する。以降では、特に「太枠で示される課題とその解決策」につい

て説明する。 

●塗装履歴のように補

修・補強工事に関して

も現地に履歴板を設置

する。

●床版が経過観察でき、

かつ補修有無や材料寿

命が目視可能な補修工

法の開発。

●補修直後等の適切な時期に、床

版全体の損傷状況を高精細な画像
で記録する。

●上向きカメラ搭載型ドローンの

活用。(現場状況により作業性、品

質等に優れる)

● 解決策(案) ●◆ 課 題 ◆

◆前回点検の損傷図の精度が低く、補修により損傷が停止し

たのか経過観察できない。

◆再補修のタイミング(損傷の進展が再開しているか否か)が

判断できない。

◆前回の損傷図に記載されていない損傷について、軽微で

あったため省略したのか、見落としたのか、新たに発生した

のか判別できない。

◆新規点検より、経過観察が可能な(精度の高い)損傷図を現

場でスケッチすることも、老朽化が進行している場合には実

質困難である。

●点検業者の複数年契

約(中期的な専従)

●初期からCAD損傷図を引

き継ぎ・更新することで

精度を確保。

■点検前に把握すべき資料が多い(過去点検、補修工事図書等)。資

料はメンテナンスサイクルが回る度に増加する。

■資料保管にバラつきがあり、収集困難な場合も多い。

■補修工事は現場調整(工種や範囲の変更)が行われやすい。

■点検の度に点検者がゼロからその橋のメンテナンス経緯を正しく

把握する必要がある。

■過去点検の損

傷記録が、ス

ケッチ程度の損

傷図と代表箇所

の(スポット的

な)損傷写真。

■点検者により

損傷図の精度に

差がある。

■Ⅲ判定を受け、

外観が変わらない

補修対策が実施

されている。

■見た目はⅢ判定

のまま。

■ 現 状 ■

◆現場では補修有無が確認できない。

◆補修されていないと誤解し、再度Ⅲ

判定と診断するリスクがある。

◆ひび割れ注入済のひび割れと、新規

に進展したひび割れ(補修が必要)が判

別できないケースがある。

◆実施されて

いる補修対策

を見落とすリ

スクがある。

 

図-2 床版メンテナンスの課題と解決の方向性(案) 



 

図-3 では、老朽化したＲＣ床版(仮想ケース)を点検・調査する場合を例にとり、課題を

解消しないことでどのようなエラーが生じる可能性があるか、具体的に説明する。 

ルートB

ルートA

ルートD

ルートC

◆発注者から基礎資料(一般的には橋梁台帳と過去点検)を受領する。

◆前回点検は、主桁＝Ⅲ判定、床版＝Ⅲ判定である。

◆橋梁台帳の補修履歴から、前回点検後、主桁の塗替えを実施したことが確認できる。

点検業務(仮想ケース) START

◆現地踏査を実施し、床版の損傷

が顕著(写真-2)であると分かる。

◆橋梁点検を実施する。

◆床版は補修が必要な状態である

ため、再度Ⅲ判定と診断する。

◆床版も補修対策実施済みである可能性があるため、発注者に詳細な

補修工事図書を請求する。

◆床版補修対策が実施済(橋面防水工と無色透明のひび割れ被覆工が施

工済)であることが判明する。

◆橋梁点検を実施する。

◆前回点検の損傷図(前述

図-1のイメージ)はモデル

化されており、損傷の進展

は判別できない。

◆見た目はⅢ判定の外観で

あるが、補修済みであるた

めⅡ判定と診断し、今後も

経過観察が必要な旨を明記

する。

ＮＧ
◆実は前回の補修工事で、主桁の

塗替えだけでなく、床版補修対策

も実施済(橋面防水工と無色透明の

ひび割れ被覆工)であった。

◆床版については補修が実施され

ていないと判断する(基礎資料とも

状況が合致する)。

ＮＧ
◆次回点検以降も、現場では損傷の進展が判別できないまま、Ⅱ判定

で経過観察として維持管理されていくと想定される。

◆補修効果を有しているのに、「ルートA」に戻るリスクもある。

◆明らかに損傷が進行する(Ⅳ判定の直前)まで、補修が必要と判断で

きない可能性が高い。結果として床版の短命化を招き、高コストな補

強対策が必要な状態に至るリスクがある。

◆致命的な損傷を防ぐレベルでの経過観察は可能であるが、長寿命化

を目指した予防保全的管理は出来ていないと考える。

◆床版全体の損傷状況を高精細な画像

で記録する。

◆状況に応じて「上向きカメラ搭載型

ドローン」を活用する(現場状況により

作業性、品質等に優れる)

◆橋梁定期点検では近接目視点検との

併用を基本とする(補足調査とする)。

◆損傷図は従来同様モデル化して記載し、代表箇所の損傷写真を撮影

する。(前述図-1のイメージ)

望ましいメンテナンス(案)

◆次回以降の点検では、撮影画像と現

場の損傷状況を比較することで、損傷

の進展が明確に判別できる。

◆「遊離石灰の範囲が広がり始める」、

「ひび割れから錆汁が出始める」等、

損傷の進展が軽微な内の予防保全的対

策が検討可能となる。

◆現場状況より可及的な長寿命化が必

要な老朽化床版等において、精度の高

い経過観察に寄与できると考える。

 

図-3 老朽化したＲＣ床版(仮想ケース)を点検・調査する場合の作業フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 Ⅲ判定の床版（補修済み）の例 

拡大



 

4． 老朽化したＲＣ床版の維持管理に関する課題の解決策（案） 

4-1 課題を解決する一つの方向性 

前項までで整理した通り、老朽化したＲＣ床版を長寿命化させるためには「損傷の進展

を経過観察することが重要」で、かつ「多くの橋梁で経過観察が可能な補修対策が講じら

れている」ものの、実際の点検・調査においては「精度の高い経過観察が難しい」ことが

課題であると考える。 

課題を解決するために「床版全体の損傷状況を高精細な画像として記録する」ことが、

一つの方向性であると考える（前述図-3 のルート D に該当）。 

 

4-2 課題の解決策（上向きカメラ搭載型ドローンの適用） 

河川や谷に架設される橋梁において、安全かつ効率的に床版の画像を記録する具体策と

して、本項では「上向カメラ搭載型ドローン」を適用する方法を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

写真-3 上向きカメラ搭載型ドローンの調査風景および使用機体 

 

表-2 では、床版全体の撮影を目的として「上向きカメラ搭載型ドローンによる調査」と

「橋梁点検車を使用した点検員による調査」とを比較し、その特徴を整理する。 

 

上向きカメラ搭載型ドローンによる床版調査 橋梁点検車による床版調査(従来技術)

概

要

・上向きカメラ搭載型ＵＡＶ(GNSS電波受信強化型)を

桁下で飛行させて、橋梁床版を連続撮影する。

・撮影した画像をSfMソフトにより合成することで、床

版全体の損傷状況を高精細な画像で記録できる。

・橋梁点検車を使用し、点検員が橋梁に近接して、床

版をカメラで撮影する。

・床版を細かく分割して撮影し、内業にて全体画像と

して合成する。

作

業

性

◎近接困難橋梁でも、交通規制なしで、作業可能。

◎機材も小型で、フットワーク良く作業できる。

◎現場作業は桁下でUAVを1度飛ばすのみである。内業

もSfMソフトを利用して半自動化される。

▲橋梁点検車の使用により交通規制が必要。調整作

業・準備工が多い。道路利用者への影響が大きい。

▲点検車を頻繁に操作し、撮影漏れが無いよう、床版

全体を分割撮影することは作業性に大きく劣る。

安

全

性

◎高所作業が無く、点検員は安全に調査可能である。

◎交通規制が無くなり、道路利用者の安全性に影響を

与えない。

▲高所作業に伴う点検員の転落リスク、点検車の操作

ミスによる接触事故リスクがある。

▲交通規制に伴い、道路利用者の交通事故発生リスク

が高まる。

品

質

◎床版や損傷の外観がそのまま記録される。

▲ﾍｱｰｸﾗｯｸは画像から判別困難なケースがある。

▲画像の精度管理の方法について改善の余地がある。

▲床版全体を、手持ちカメラで分割撮影した場合、画

像(距離感、明度、ピント)にバラつきが生じやすい。

ｺｽﾄ
◎約20万円 (UAV機材費を含む)

　　・外業1日＋内業1日を想定

▲約60万円 (橋梁点検車、交通規制費を含む)

　・外業2日+内業2日を想定

適

用

▲適用できない条件＝航空法等の飛行制限箇所、雨

天・強風時、GNSS受信状況が悪い箇所 …等

▲橋梁定期点検に際しては、補助調査としての使用が

基本となる。

▲橋梁点検車の適否は、車道幅、歩道の有無、支障物

(架空線、近接橋等)の有無の制約を受ける。

▲大型橋梁点検車等を使用する場合にはコスト増。

▲全面通行止めが必要となるケースもある。
 

 

表-2 ドローン調査の特徴（橋梁点検車による調査との比較） 

凡例：◎＝長所、▲＝短所・改善点



 

4-3 ドローンによる床版調査の適用例 

上向きカメラ搭載型ドローンによる床版調査の適用例を以下に示す。 

 

1）作業内容の概要 

①まず事前踏査にて、ドローン調査の適用性（地形状況、支障物の有無、電波受信状況

等）を確認する。念のため試験飛行を行うことが望ましい。 

②現場作業は、橋梁桁下においてドローンを緩速で 1 往復程度飛行させる（静止画を連

続撮影するモード）。パイロット＋撮影補助員の 2 名体制が基本で、現場状況に応じて

安全補助員を適宜配置する。作業時間は半日～1 日程度である。 

③内業は、撮影された画像を SfM ソフトにより、1 枚のオルソ画像として(半自動的に)

合成する。必要に応じ同一点の指定等を手動で行う。作業は半日～1 日程度である。 

④作成された画像の整合性は、画像内(代表箇所)の部材寸法や損傷状況を、実際の現場

状況と比較することで検証する（精度管理方法の一例）。 

 

2）作成される床版全体画像について（写真-4 を参照） 

①床版全体をほぼ外観どおりに記録できる。遊離石灰やひび割れの発生状況まで高精細

に確認できる。 

②次回以降の点検時には、当該画像を現場に携行し、画像と現場の損傷状況を比較する

ことで、損傷の進展が(図-1 に示す従来の損傷図と比べて)明確に判別できる。 

③ドローン調査は、現状では床版(損傷)の外観の記録を目的とし、定期点検にて使用す

る際には近接目視(ひび割れ幅の計測や打音・触診)との併用を想定している。補足調

査として活用することで、損傷記録の精度向上や現場作業の省力化、橋梁点検車の使

用日数削減等が図れると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-4 ドローン調査で作成される床版全体画像の例(図-1 と同じ橋梁) 

 

拡大 拡大



 

5. 上向きカメラ搭載型ドローン その他の活用例（橋梁調査) 

上向きカメラ搭載型ドローンは、その他の橋梁調査にも活用できる(可能性を有す)技術

であるため、その例を示す。 

 

1）床版以外の損傷状況や橋梁全体状況を撮影・確認する（写真-5）。 

 

 

 

 

 

 

2）橋梁全体を映像(動画)で調査・記録する（写真-6）。 

3）近接困難な橋梁を緊急的に調査する。 

4）撮影画像からステレオ写真測量の原理で３Ｄ点群モデルを作成する（写真-7）。 

 

 

 

 

 

 

 

6. おわりに（ドローン調査の今後の課題など） 

課題 1）ドローン調査の性能・精度管理の更なる検証 

2019 年 2 月に道路橋定期点検要領（国土交通省）が改定された。改定の方向性の一つに

「近接目視を補完・代替・充実する新技術の活用」が挙げられる。 

具体的には「新技術利用のガイドライン(案)(2019.2 月)」等が定められ、点検業務にお

いて「新技術を活用する際の受発注者のプロセスの流れ」や、「新技術の性能の検証方法」、

「既に性能値が確認された参考新技術」等が示された。 

ドローン調査においては、新たな機体や調査システムが、多数のメーカーにより目まぐ

るしい速度で開発され続けている。今回紹介したドローン調査についても「ガイドライン

等を踏まえた性能・精度管理等の継続的な検証」が課題と考える。 

 

課題 2）様々な現場への適用を通じた、調査技術の向上・ノウハウの蓄積 

ドローンによる橋梁調査は、一般的な空撮よりも難しい条件下で適用されるケースが多

い。例えば、桁や下部工への近接、機体＋カメラの複雑な操縦、桁下で GNSS 電波の感度が

悪い、地上物との磁気・電波干渉のリスク、車載無線等との干渉のリスク…等が挙げられ

る。今後も調査の品質や安全性を確保するために、様々な現場においてドローン調査を検

証し、調査技術を向上させていくことが課題である。 

 

以 上 

写真-5 RCT 桁橋の上部工を桁下面ら撮影した画像 

幅 0.2mm 程度のクラックが確認可能 

写真-6 橋梁全体の動画撮影 写真-7 上部工の 3D 点群モデル 

現場でズーム

撮影可能 


