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トンネル全断面点検・診断システムの開発
―多様なトンネル形状に適応可能な点検システム―

中村 聡＊ 上野 隆雄＊ 井上 大輔＊

高橋 悠輔＊ 柳原 好孝＊ 伊藤 正憲＊＊

要 約： 現在，高度成長期に建設された橋やトンネルの高齢化が社会問題化している。特に道路トンネルの検査は交通
規制が必要なだけでなく，点検者は近接目視や打音検査を行うために高所作業車を使用して点検位置に近づかな
くてはならない。しかし，検査範囲が広いため点検に時間がかかるだけでなく，人間による目視や打音検査の結
果にばらつきが生じる。本報では，インフラメンテナンスの新技術として開発中である「トンネル全断面点検・
診断システム」の概要について報告する。
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1．はじめに
高度成長期に建設された橋梁やトンネルなどの道路構造

物の高齢化が進み，2013 年 3 月時点で全国に約 1 万本あ
る道路トンネルの約 20%が建設から 50 年以上が経過して
いる。2033 年にはさらに割合が増え，約 50% にのぼると
試算されている1)。2014 年 7 月には道路法施行規則の一部
が改正され，トンネル，橋等は近接目視により 5年に 1回
の頻度で点検が必要になった。
一方で，インフラの維持管理を行う自治体職員の技術者

や点検費用の不足などの課題もあり，これらを解決するた
めの革新的な点検技術の開発が望まれている。
本報では，新たなインフラ維持管理技術として「トンネ

ル全断面点検・診断システム」を提案し，設定した要素技
術の研究開発内容について述べる。

2．トンネル点検の現状
トンネルは完成後の改築が困難であるため，定期的な点

検によって劣化の進行を把握し，将来予測に基づく補修・
更新などの維持管理が行われている。一般に，道路トンネ
ルの定期点検は自動車の通行を規制し，高所作業車で点検
員・補助点検員が点検箇所にできるだけ近接して行ってい
る（写真 1）。
しかし，点検範囲が広いため近接目視，打音検査に時間

を要するだけでなく，長時間の通行規制が必要になる。ま
た，人による目視や打音の判定，検査結果には個人差が生
じ，定量的な判断が難しい。加えて，点検箇所・状態が定
期的に記録されていないため，劣化の進行が正確に把握で
きない。
また，点検データを基にしたトンネルの評価を行うため

には専門的な知識が必要であり，点検データだけではトン
ネル管理者が最適な補修方法やその時期を判断するのは難
しい。さらに，今後益々増加していく維持管理が必要な膨
大な量の道路トンネルを対象として LCC（ライフサイク
ルコスト）を考慮し経済インパクトを最小限にする維持管
理システムの構築が求められている。このため，点検によ
って得られた各種データを基に劣化の程度や，適切な補修
方法を専門家が遠隔地の現場に赴くことなく提示できるシ
ステムが必要である。

3．トンネル全断面点検・診断システムの概要
トンネル全断面点検・診断システム（図 1以下，点検シ

ステム）は，点検時に発生する自動車等の交通規制を大幅
に削減し，人による近接目視と打音検査の点検業務を遠隔
操作ロボットによって代替する事を目指したシステムであ
る。この点検システムを実現するため，①フレキシブルガ
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写真 1 従来のトンネル点検
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イドフレーム（以下，VGF），②走行式防護フレーム，③
打音検査ユニット，④ひび割れ検出ユニットの 4つの要素
技術を中心に開発する。
点検システムは地方の一般道をターゲットとしているた

め道路種別の第 3種に適合するよう各仕様を設定した。想
定される点検システムの仕様を表 1に示す。
点検システムの全長は 5 m，幅は道路幅員に合わせて伸

縮が可能なフレーム構造とした。点検システムはタイヤ走
行によって坑内を移動するため，道路の構造規格に合わせ
全体重量を 4 t に抑え，最小曲率半径が 50 m のトンネル
に合わせ操舵可能である。
VGF は覆工コンクリートから一定の離隔距離を取りア

ーチ状にセットされる。VGF の外周を検査ユニットが移
動することで覆工コンクリートの画像撮影と打音を連続的
に取得する。点検速度は各検査ユニットの点検スピードに
大きく依存するが，人による点検スピードと同程度となる
最大 150 m2/h を目標としている。また，点検システムに
よって取得した定量的な点検データをトンネル展開図や写
真台帳として出力可能な技術の構築を目指している。以
下，各要素技術について述べる。
3.1 VGF
トンネル形状は地山や用途等によって異なるため多様で

あり，坑内に点在する照明や標識などが点検作業の効率を
下げる要因となっている。坑内設備を回避し，汎用性を高
めるために多様なトンネル形状に適合させるには変形可能
なフレーム構造が必要になる。さらに，遠隔操作によって
点検作業を行うためには打音検査や各センサが設置できる
十分な反力が得られるフレーム構造が不可欠である。
点検システムでは可変形状トラスを点検用ガイドフレー

ムとして応用した VGF（写真 2）を採用した。また，点
検システム前方のトンネル断面形状や標識等の坑内設備を

レーザー距離計によって計測した結果（図 2）から特徴量
を算出し，設備特徴量を境界条件とした VGF の変形に必
要なアクチュエータ伸縮量を逆解析により求め（図 3），
変形操作を支援する操作インターフェイスを構築する。ま
た，点検装置がガイドフレームの周囲を走行し，点検を行
うための移動用レールをガイドフレームに配置する。
3.2 走行式防護フレーム
VGF を積載する走行式防護フレーム（写真 3）はトン

ネル延長方向に走行し，目的の点検位置に移動することが
できる。検査ユニットによる円周方向のコンクリート点検
と，防護フレームによる延長方向の走行を交互に行うこと
でトンネル全体の点検を行う。開発する点検システムは地
方部の一般道（道路構造令における道路種別：第 3種第 3
級）に対応する事を想定している。電動モータ駆動により
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図 1 トンネル全断面点検・診断システム

表 1 点検システムの仕様

写真 2 トンネル内に設置したVGF

図 2 トンネル内レーザー計測結果

図 3 設備特徴量を境界条件とした逆解析
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走行し，縦断勾配 10% まで登坂可能である。また，曲線
部ではインバータ制御により左右のタイヤの回転数に差を
与え，最小曲率半径 50 m のトンネル線形に合わせて走行
する。
通行止めをせずにトンネル天頂部の点検を行うために

は，コンクリート片などの落下物から第三者を防護し，交
通の安全と円滑を確保する必要がある。そのため防護フレ
ームの上面に設置した鋼板で落下物を防止する。
3.3 打音検査ユニット
打音検査ユニットは遠隔操作によって覆工コンクリート

を叩き，取得した打音データを解析し覆工コンクリートの
浮き等の変状位置を検出する。
打音判定基準や打音解析手法は，人が点検用ハンマを使

用して覆工コンクリートを叩いた音が基準になっている。
打音検査ユニットを開発するにあたり，これらの基準やデ
ータベースを活用するため，点検者の腕の振りを模擬し，
極めて人に近い打音が発生可能な装置を開発した（写真
4）。また，アーチ状の覆工コンクリートを周方向に点検す
る時，打叩角度によって重力の影響が変化しても打叩エネ
ルギの変動が小さくなるよう角度に応じた打叩速度制御を
行う。
打音検査ユニットは，トンネル全体の浮きを把握するた

めに 20 cm 間隔で移動しながら打叩する一次点検と，一
定範囲内の浮きやひび割れを詳細に把握するために 5 cm
間隔で打叩する二次点検の 2つのモードで点検する。新し
い試みとして，ひび割れやコールドジョイントの深さを推
定する教師あり機械学習をベースとした打音解析手法と，
打叩範囲を撮影したカメラ画像を融合してひび割れやコー
ルドジョイントの方向性を推定することで，将来的なはく
落の危険性を検出するシステムを開発する（図 4）。また，
自動車が走行する環境での検査考慮し，騒音に頑健性を持
つ自動識別技術についても検討を行う。
3.4 ひび割れ検出ユニット
現在実用化されている画像によるひび割れ計測技術の多

くは交通規制が不要であるが，ひび割れ幅の分解能が低
く，コンクリートの汚れを含むノイズ除去等の後処理作業
で多くの労力が必要である。
我々はひび割れ計測の高精度化や省力化に対応するた

め，光切断法を用いた 3 次元形状計測（図 5）によってひ

び割れと汚れを自動識別し，点検データをトンネル展開図
として迅速に出力するシステムを開発している。光切断用
カメラを搭載したひび割れ検出ユニット（写真 5）を覆工
コンクリート表面に押し当て移動させることで，高精細な
可視画像と距離画像を連続的に撮影する。また，打音検査
と 3次元形状計測結果を組み合せ，段差，漏水の有無，な
どの詳細な点検データを取得する点検技術を開発する。

4．点検システムによる点検作業フロー
点検システムの点検作業は，①防護フレーム等の組み立

て，②点検システム坑内セット，③一次点検，④二次点
検，⑤判定，⑥解体，の手順で実施する。図 6に想定され
る点検フローを示す。
防護フレームや VGF の組み立ては坑外で行い，トンネ
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写真 3 走行式防護フレーム

写真 4 打叩装置

図 4 打音によるひび割れ深さ推定

図 5 光切断法によるひび割れ識別例

写真 5 人に手によるひび割れ画像撮影
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ル内に走行移動する。前方のトンネル形状を計測し，ガイ
ドフレームを変形させて点検可能な大きさに拡大する。
点検システムにおける一次点検では，打音検査ユニット

により覆工コンクリートの浮きを大まかに特定する。加え
て，ひび割れ検出ユニットによるリアルタイムでのひび割
れ検査と，点検表に使用する 2次元画像を取得する。
一次点検で検出された変状箇所は，点検開始位置に戻り

ながら打音検査ユニットにより詳細な二次点検を行う。二
次点検では一次点検で変状を検出した箇所についてひび割
れ深さや進展方向を推定する。また，補修が必要と判断さ
れた場合は，コンクリート物性情報を計測する。さらに，
緊急性の高い変状箇所は応急処置としてたたき落しを行
う。点検開始位置にもどり，組み立てを行った坑外の同じ
場所で点検システムの解体を行う。
ひび割れ検出ユニットで取得した画像や打音検査ユニッ

トのデータから変状箇所を特定し，展開図や写真台帳を作

成する。また，点検データを基にした補修工法の選定や，
維持管理にかかる LCCの算定を行う。

5．実用化関連技術
これまで述べた打音検査や近接目視の代替する技術だけ

でなく実用化を加速する技術として，点検システムから得
られたデータを活用し，補修などを行うために必要な要素
技術についても開発を行っている。以下に開発技術を示
す。
5.1 コンクリート物性検査ユニット
一次点検または二次点検の結果から補修が必要と判断さ

れた場合には，補修工法を検討する際に必要となるコンク
リート物性情報を取得する必要がある。点検システムでは
遠隔で操作するドリルにより覆工コンクリートを削孔し，
コンクリート圧縮強度や中性化深さ等を現位置で推定す
る。
5.2 エキスパートシステム
取得した点検データと共に環境条件，施工条件，経過年

数などのトンネル基本データを入力することで，補修工法
や材料のデータベース等を基に，専門家が現場に赴かなく
とも最適な補修工法や時期を提案する。

6．おわりに
今後，更なる増加が予想されるトンネル点検に向け，

「トンネル全断面点検・診断システム」を提案した。自動
車の通行を妨げることなくトンネル全断面の検査が可能
で，汎用性の高い点検システム構築を目指し，研究開発を
進める。
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図 6 点検作業フロー
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DEVELOPMENT OF THE VARIABLE GUIDE FRAME VEHICLE FOR INSPECTION OF TUNNEL
LINING CONCRETE

S. Nakamura, T. Ueno, D. Inoue
Y. Takahashi, Y. Yanagihara, and M. Ito

Ageing of the bridges and tunnels that were built more than 40 years ago has become an object of public concern.
Maintenance engineers must be approaching as close as possible to the inspection point by mobile elevating work platform,
need to conduct the human-eye based close inspection. Especially an inspection of the road tunnel requires traffic
regulation. However, it take the time on the visual inspection and hammering test for wide inspection area. Furthermore
those inspection results have variations by inspectors. We have proposed a “variable guide frame vehicle for inspection of
tunnel lining concrete” of new technology for infrastructure maintenance. This paper is report about the element
technology of variable guide frame vehicle for inspection, each inspection system development situation.


