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１.	はじめに

　国土交通省では，2014年度に「次世代社会インフラ用
ロボット技術・ロボットシステムの公募（Ｈ26.４.９）」
を実施している。
　公募の応募結果や，その後の現場検証の計画・実施結
果については都度HPにて公表されており，実現に向け
た可能性の高い各技術の最新情報を入手することができ
る。
　NTTファシリティーズグループの業務に直結する技
術が現れることを期待し追跡調査を行っており，本稿で
はその概要を紹介する。

２.	社会インフラ用ロボット技術・	
ロボットシステム

　国土交通省では，2014年度に下記の分野について公募
を実施した。この分野は2013年12月25日に公表された
「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入重点分野」
で国土交通省と経済産業省において特定したものである。
図１のように①維持管理（橋梁，トンネル，水中），②
災害対応（調査，応急復旧）に大別されている。
　公募対象技術は，実用化技術および短期（概ね３年以
内）に実用化が見込まれる技術としており，すでにメー
カ等で検討を進めた「こなれた技術」が応募していると
期待された。
　2014年5月28日に締め切られた公募結果は表１のとお
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りである。
　その後，各分野ごとに基本要件の確認等を行い，現場
検証対象技術が絞り込まれている。2014年７月にはそれ
ぞれの技術要素等が公表されている。

２.１　橋梁維持管理分野

　橋梁維持管理における現場検証対象技術は，表２のよ
うに決定・公表されている。表１の応募件数より減少し
ており，現場検証対象としての絞り込みまたは辞退があ
ったと推察される。

　橋梁維持分野における従来の点検方法は，近接目視お
よび打音検査である。公募に際しては，適用分野を橋梁

表１　ロボット技術応募状況２）

応募数　　　　143件
応募者数　　　  70者（重複除き），86者（分野間の重複含む）

（各分野の応募技術数/応募者数）
　　橋梁維持管理分野
　　トンネル維持管理分野
　　水中維持管理分野
　　災害調査
　　災害応急復旧

…63件/31者
…16件/10者
…22件/15者
…32件/23者
…10件/  7者

表２　橋梁維持管理の現場検証対象技術３）

橋梁維持管理　　　 …57件/25者

（内訳）
　近接目視の代替または支援
　打音検査の代替または支援
　点検者の移動･接近手段

…44件/23者
…13件/  8者
…  0件/  0者
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①維持管理 ②災害対応

○橋梁
　・ 近接目視の代替ができる装置
　・ 打音検査の代替ができる装置
　・ 点検者を点検箇所に近づける作業台車
○トンネル
　・ 近接目視の代替ができる装置
　・ 打音検査の代替ができる装置
　・ 点検者を点検箇所に近づける作業台車
○河川およびダムの水中箇所
　・ 堆積物の状況を全体像として効率的に把握
できる装置

　・ 近接目視の代替ができる装置

○ 災害状況調査（土砂崩落，火山災害，トンネル崩落）
　・ 土砂崩落および火山災害現場において，高精細な画像・映像や地形データ
等の取得ができる装置

　・ 土砂崩落および火山災害現場において，含水比や透水性等の計測等がで
きる装置

　・ トンネル崩落において，引火性ガス等に係る情報の取得ができる装置
　・ トンネル崩落において，崩落状態や規模を把握するための高精細な画像・
映像等の取得ができる装置

○応急復旧（土砂崩落，火山災害）
　・ 応急復旧ができる技術
　・ 排水作業の応急対応ができる技術
　・ 遠隔・自律制御にかかる情報伝達ができる技術

図１　次世代社会インフラ用ロボット開発・導入重点分野１）
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構造で分類するとともに，点検者の接近・確認も１分野
として①近接目視（鋼橋），②近接目視（コンクリート
橋），③近接目視（床板），④打音検査（鋼・コンクリー
ト橋），⑤打音検査（床板），⑥点検者の接近手段の６分
野のいずれに対応するものか明示を求めている。
　57件の概要を整理した一覧表と，各案件ごとのシート
が公表されており，実用化・普及が近い技術の傾向が把
握できる。ただしこの件数は同一技術を重複してカウン
トしており，提出件数としては25件となっている。
　ロボットを構成する技術要素では，近接目視に替わる
近接手段として，飛行体（マルチコプター等）を提案し
た案件が10件あり，今までになかった技術として注視す
るべきである。
　その他の案件では，車載クレーンやアーム，ポール，
懸垂台車等による従来の延長技術のほか，吸着やマグネ
ットによる密着を図った歩行型ロボットを使用する近接
方法が提案されている。吸着歩行型ロボットは，建物に
おける打診調査も意図して開発されたものであり，性能
の向上が期待されるところである（図３）。
　現場に近接した後の目視に替わる要素技術としては，
動画を含むカメラであり，打音診断に替わる要素技術と
しては，赤外線カメラのほか超音波を提案したものがあ
った。打音診断を遠隔で実施するロボットも複数提案さ
れていた。

２.２　トンネル維持管理分野

　トンネル維持管理における現場検証対象技術は，表３
のように決定・公表されている。

　トンネル維持分野における従来の点検方法は，近接目
視および打音検査である。公募に際しては，この２分野
のいずれを対象とするか明示を求めている。
　橋梁と同様に16件について一覧表（提出件数としては
10件）とそれぞれの説明シートが公表されている。ここ
でも２件が近接方法として飛行体を選択している。トン
ネルの点検は，自動車が通過できる道路がほとんどであ
ることと，トンネル内側からのみの点検となることから，
車載または車両からの点検とするシステムが6件と過半
を占めている。
　目視に替わる点検手法はここでもカメラ，赤外線カメ
ラ（サーモグラフィ含む）が多く，車載の特性を活かし
て比較的大型となるレーザースキャナ等を組み合わせた
手法提案も複数見られた（図４）。
　打音診断に替わる点検方法は，表面形状の詳細把握に
よる置き換えの他，橋梁と同様に遠隔操作の打音装置＋
マイクといった提案であった。自動車によるトンネル内
点検を考慮すると，橋梁よりも雑音が入りやすく，打音
をクリアに収集する音処理技術がポイントになると推察
された。

表３　トンネル維持管理現場検証対象技術５）

トンネル維持管理　　　 …16件/10者

（内訳）
　近接目視の代替または支援
　打音検査の代替または支援

…8件/8者
…8件/8者

図４　車載レーザースキャナと結果事例４）（右図赤色部分が内空側
へ変形）

図２　マルチコプター事例４）
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図３　吸着歩行型ロボット事例４）
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２.３　水中維持管理分野

　水中維持管理における現場検証対象技術は，表４のよ
うに決定・公表されている。水中維持管理の対象はダム
または河川に係る部分であり，ダム外壁（水上，水中），
ダム堆積物（主に水中），河川（川床，護岸部分で主に
水中）という特性から，近接方法はボートまたはROV

（Remotely Operated Vehicle：水中TVカメラロボット）
がほとんどであった（図５）。

シートレーザー

右側面 正面

光切断法により
海底地形を3次元で
計測

高感度カメラ

音響ビデオカメラ
（DIDSON）

DVL（Doppler
 Velocity Log）

図５　ROV事例4）

　従来の点検方法が目視（潜水目視を含む）中心であっ
たようで，潜水行動をロボットに置き換えるという考え
方である。ボートの場合はGPSで位置特定を行う提案が
多いが，ROVでの水中の位置特定には課題があると推
察される。一方，ボートの場合は電磁波レーダー等によ
る解析となるため水中映像よりも精度は粗く，一長一短
となっていると推察される。なお，ダム地上部の近接用
に，ここでもマルチコプターを提案する事例があった。

２.４　災害調査分野および災害応急復旧分野

　災害調査における現場検証対象技術は，表５のように
決定・公表されている。土砂崩落・火山災害における①
画像・地形データの把握技術，②物性調査・計測技術，
トンネル崩落における③ガス等情報取得，④画像取得の
４種類に分類されている。

表５　災害調査分野現場検証対象技術７）

災害調査 …31件/23者

（内訳）
　土砂崩落･火山災害の画像･地形データ
　土砂崩落･火山災害の物性調査・計測
　トンネル崩落のガス等情報取得
　トンネル崩落の画像取得

…14件/14者
…  4件/  4者
…  6件/  6者
…  7件/  7者

表４　水中維持管理分野現場検証対象技術６）

水中維持管理　　　 …21件/14者

（内訳）
　ダムの近接目視の代替または支援
　ダムの堆積物の状況の把握
　河川の近接目視の代替または支援

…12件/12者
…  6件/  6者
…  3件/  3者

　土砂崩落・火山災害は，対象エリアが広く調査のため
に近接することが２次災害につながる場合もあるため，
①②の現場への近接方法は無人飛行体（マルチコプター，
固定翼機等）か不整地走破力を持った無人地上走行装置
（図６），またはその併用の提案が多い。トンネルは行動
範囲が限定的で障害物も多く狭いことから，無人地上走
行装置の提案が主体となっている。画像や地形データの
取得にはいずれもカメラが主体であり，大型の移動装置
を使用する場合には，積載可能な3 Dスキャナも併用す
る事例があった。
　災害応急復旧における現場検証対象技術は，表６のよ
うに決定・公表されている。①掘削，押土，盛土等の応
急復旧，②排水作業の応急対応，③機械等の制御にかか
る情報の伝達の３種類に分類されている。

　掘削，押土，盛土等の応急復旧については，いずれも
汎用の重機をリモートコントロールする提案であり，運
転席にロボットアームを設置して汎用機のレバーを操作
する手法である（図７）。運転状況の確認方法としてカ
メラを使った疑似俯瞰映像利用や，位置情報と地形情報
を組み合わせた自律運転制御を検討している事例もある。

表６　応急復旧分野現場検証対象技術８）

災害応急復旧技術 …9件/6者

（内訳）
　掘削，押土，盛土等の応急復旧
　排水作業の応急対応
　機械等の制御にかかる情報の伝達

…4件/4者
…1件/1者
…4件/3者

図７　汎用建設機械操作ロボット事例４）

図６　無人地上走行装置事例４）
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フレームユニット
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　なお，「機械等の制御にかかる情報の伝達」のエント
リーの中には，重機の制御信号を直接コントロールし，
レバー操作を行わずに重機の運転を検討するチームもあ
った。

３.	現場検証による評価

　２.１から２.４で示した各分野でそれぞれ場所を定め，
現場検証を実施している。
　実施状況については公開されており，2014年12月まで
にすべての検証を行っている。
　評価結果については，2015年３月19日にHPにて公表さ
れた。ただし，今回の評価は２カ年で予定した現場検証
の中間報告の位置付けとしており，2015年度も現場検証
は実施される見込みである。
　現場検証にあたっては，それぞれの案件を「実用検証
技術」と「要素検証技術」に分類のうえ検証を行ってい
る。「実用検証技術」は，「現段階で実現場での利用可能
性があると判断された技術」として定義している。一方，
「要素検証技術」は，「現時点では実現場での適用は困難
だが今後の開発により実現場での利用が見込める技術」
という定義としている。応募者の開発状況を示唆してい
る。
　建物の維持管理に近いということで注視していた橋梁
やトンネルの検証結果では，従来手法の近接目視に匹敵
する調査精度が確認できなかったという評価結果であっ

た。飛行体を使用した案件では，操縦安定性や耐候性の
課題により近接撮影ができたものが限られたようで，遠
景撮影で分析ができない点や，車両やポール等で近接撮
影に成功しても損傷状況把握精度を確保する分析技術が
不十分と評価されている。
　一方，災害調査分野においては，飛行体（マルチコプ
ター）は一定の評価を得ており，被災箇所への接近撮影
や計測が可能であることが確認できたとしている。さま
ざまな機体が開発されており，制御方法にも各応募者の
工夫がある。このため運用技術（飛行計画・撮影計画の
立案・オペレータの技量等）で成果が大きく影響される
ことが明らかとなっている。

４.	考察

　実用検証技術は既知の情報もあり，企業内等で秘密裏
に開発を進めているような実用化検討以前の技術は，別
の調査によらねばうかがい知ることはできないと推察さ
れる。
　マルチコプターのような概念的には既知の技術であっ
ても，用途に応じて評価は分かれており，汎用性を高め
るためには各種性能の向上等，今回の現場検証結果を踏
まえた改善に期待が持たれる。ロボット本体だけでなく
運用面での指摘事項も多数あり，操作者である人間との
かかわり方を含めた最適なシステム構築が重要な検討項
目となっている。

図８　現場検証実施場所４）

新浅川橋
（東京都）

積丹トンネル
（北海道）

宮ヶ瀬ダム
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（茨城県・国総研）

雲仙普賢岳
（長崎県）
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（静岡県）

新善波トンネル
（神奈川県）

多摩川
（東京都）

赤谷地区
（奈良県）

橋梁
（茨城県・国総研）

青山トンネル
（神奈川県）

桜島
（鹿児島県）

図９　検討・評価と普及に向けたフロー４）
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５.	まとめ

　社会インフラの管理を行う地方自治体等は，今回の公
募と検証の結果に注視しており，現場検証への参加が，
各開発チームにとって宣伝効果として大きなインパクト
となっていると推測される。ここで検証された最も安価
で有効なロボット技術が，今後の社会インフラのロボッ
ト技術の標準になっていく可能性が高い。
　社会インフラ用ロボット技術は，前述のように国土交
通省主導で検討を進めているが，2015年１月23日には経
済産業省より「ロボット新戦略」のとりまとめが公表さ
れている。2014年９月からロボット革命実現会議を開催
し，その議論の結果がまとめられたものである。
①ロボット創出力の抜本強化
②ロボットの活用・普及（ロボットショーケース化）
③世界を見据えたロボット革命の展開・発展
を３本の柱と位置付け，推進するとしている。
　サービス業を含む産業全体へのロボット普及を意図し
ており，範囲も広くさらなる展開が期待される。
　2020年の東京オリンピック開催に合わせて「ロボット
オリンピック（仮称）」の開催を検討するなど，ロボッ
ト技術の開発・利活用を促進する取り組みを進めるとし
ており，今後の展開に注視が必要である。

Synopsis

Trends toward Practical Application of Robotic Technologies for Social Infrastructures

Osamu SAKAI

In FY2014, the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism launched the “Public Appeal for Robotic Technologies and Systems 

for Next-generation Social Infrastructures.” With the added criteria that “proposals submitted by individuals or institutions such as universities 

shall be already in the process of joint research and development with private enterprises with the aim of practical application within 

three years,” it is likely that the appeal has resulted in the adoption only of proposals already close to the practical application stage. From 

understanding of the technical trends of these technologies, a direction in which robotic technologies for applications such as infrastructure 

maintenance and management should advance can be discerned.

The appeal was divided into the two fields of “maintenance and management” and “disaster response,” the first of which was subdivided 

into the categories of “bridges,” “tunnels” and “underwater locations (outer dam walls, dam sediment, river dikes and riverbeds.” “Disaster 

response” was subdivided into the two categories of “disaster surveys” and “emergency disaster measures and restoration.”

The field of maintenance and management is based on the concept of robots performing conventional inspections. There is strong possibility 

that robotic technologies and systems can be applied to visual inspections and hammering testing of buildings as “alternatives or support 

for close visual inspections” and “alternatives or support for hammering testing” of bridges and tunnels. Since it is highly likely that such 

applications will have a direct impact on the work of the NTT Facilities Group, we are keeping a particularly close eye on trends in this field.

A considerable number of promising proposals for multicopters as an alternative means of close visual inspections have been put forward. 

At the present time, issues to be addressed include flying time, the effects of ambient environmental phenomena such as wind and verification 

of safety. Proposals have also been made for other types of flying vehicles and we hope to follow developments in the future. This field 

verification report is an interim report and we expect that field verification will also be implemented in FY2015.




