第63回(2019年度)

北海道開発技術研究発表会論文

インフラ維持管理修繕システムの導入について
― インフラ維持管理の課題とシステム導入による省力化―
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小樽開発建設部管内には今後一斉に老朽化を迎える橋梁や塩害により損傷している橋梁が多
く、また、業務引継ぎ時のデータ量も年々増大しており、適切な維持管理計画を実現するため
には、様々な資料（点検・診断結果、補修履歴、過年度の修繕計画等）を使用した検討が必要
となっている。これらを受けて、ICTによる支援システムを活用した既設橋に対する効率的か
つ効果的な維持管理手法の導入について報告する。
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職員が複数の資料を参照しながら転記しているため、入
力ミスや一部のシステムについて反映されていないとい
った更新漏れも起きている状況であった。これらの状況
本事業は、小樽開発建設部管内の既設橋に対する効率
の中で、例えば本局からの情報照会があった際に、シス
的かつ効果的な維持管理計画を作成するためのインフラ
テムによって情報が異なるため、どのシステムの情報が
維持管理修繕システムの検討・構築を目的とする。
正確であるのかを改めて確認するといった作業も必要と
具体的には、管内には今後一斉に老朽化を迎える橋梁
なり、改善が求められていた。
や塩害により損傷している橋梁が多く、また、橋梁の維
(2) 新システム導入による改善案
持管理における業務引継ぎ時のデータ量も増大してきて
新システムは、これらを改善するために、橋梁に関す
おり、適切な維持管理計画を実現するためには、様々な
資料（点検・診断結果、補修履歴、過年度の修繕計画等） る諸元情報や点検・補修データを一元的に管理保存する
とともに、データ更新の負担を極力減らすことに注視し、
を蓄積管理し、それを基にした検討が必要となってきて
橋梁の維持管理に係る管理体制の強化と日常作業の軽減
いる。このため、本事業においては、点検・診断結果、
を目的とし、以下に示す改善策を導入した。
補修履歴を適切に管理した上で、維持管理計画の策定に
① データの一元管理
おいてICT導入による効率的なシステムを構築した。
・莫大な資料を集約して管理する
2. 維持管理関連システムの課題および改善策
具体的には、小樽開発建設部で管理している橋梁の諸
元を一元で管理することができるため、現在システム毎
(1) 維持管理に関わる現行システムの課題
に登録しているデータを一度の登録で完了させ、効率化
小樽開発建設部では、従来から維持管理に係るシステ
を図ると共に、システム間でデータが異なる課題を解決
ムとして、「局橋梁リスト(通称ロングリスト)」、「橋
することを可能とした。また、本部で実施した橋梁の点
梁保全DB」「橋梁データベース」「メンテナンスシー
検結果や、事務所で実施した修繕・更新に関わる図面、
ト」「道路橋・構造物保存資料」、「橋梁点検・カルテ
写真等を一元で管理することで、本部での計画や事務所
データ入力システム」が導入済みであり、橋梁の諸元お
での設計に最新の情報を活用することを可能とした。
よび維持管理情報が、予算要求、点検計画、補修設計計
画、補修工事計画等の作成時には、それぞれの作業単位
で作成・管理されていた。これらの管理について、個別
の業務内で情報を参照、更新する際には、目的の情報が
直ぐに抽出可能というメリットはあるが、維持管理業務
全体で捉えると、例えば、ある橋梁の点検が行われた際
に、それぞれのシステムについて点検結果を反映して情
報を更新していく必要があり、結果的に多重なシステム
図-2.1 情報の一元管理イメージ
への入力となり、職員の負担が多くなっていた。また、

1. はじめに
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② 情報の二次的有効利用
・情報の集計が容易に行え、報告書の資料に活用できる
一元管理されているデータを使用した維持管理計画や
様々な業務・工事での活用を可能とした。
・修繕計画、点検計画の素案を自動作成
本システム中では常に最新の点検・修繕実績が蓄積さ
れ、そのデータを使用した点検計画・維持管理計画が一
定のルールの基で素案が自動作成できる機能も付加した。

図-2.4 情報の二次的活用イメージ
③ 情報共有の推進
・ネットワーク環境でシステムを利用することによって、
複数担当者で情報が共有できる
事務所で作成した竣工図書等の情報を使用して、本部
での維持管理計画に活用することや、本部で立案した計
画を事務所で実施する現場（設計、補修工事）でそれぞ
れ活用することを可能とした。

図-2.3 情報の共有イメージ
④ 業務の効率化
・莫大な資料の中から必要な情報を迅速かつ容易に検索
できる
市民からの問い合わせや通報があった場合に、管轄の
道路事務所以外の施設でも容易に抽出することができ、
かつ効率的に対応することを可能とした。また、事故が
起きた場合には、小樽開発建設部の全ての施設から、類
似施設の抽出等が容易に行えるため、緊急対応が迅速に
実施できることを可能とした。

3. システム導入およびその効果
課題および改善策等を踏まえて、本事業で新システム
の導入を実施した。導入による効果を以下に示す。
(1) 業務全体における効果
業務全体における効果としては、図3-1で示す通り、
「データが各システムに混在し、様々なシステムを利用
する必要があった（作業の複雑化）」や「データを探す
のに時間がかかる」（作業時間のロス）といった課題に
対して、情報の集約・一元管理を実施することで、「シ
ステム間の連携を強化し、資料の自動作成、データの重
複登録を防止（作業軽減）」、「一つのシステムで橋梁
諸元、点検、診断、補修履歴等の情報を表示可能（作業
の単純化）」といった改善を図った。

図-3.1 システム導入効果
また、業務全体においては、図3.2および図3.3で示す
通り、点検計画から補修工事結果の整理・確認といった
維持管理の一連の流れにおいて、システム導入前は約10
のシステム等を参照し手作業で編集・更新作業を行って
いたものを、システム導入後は3つのシステムに集約し
て、その利便性を向上させたとともに、導入前は手作業
で更新・編集を行っていたが、一部自動更新機能を導入
して、作業の効率化および登録データの精度向上を図る
ことを可能とした。

図-2.2 業務の効率化イメージ
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橋梁の点検・補修におけるシステム維持管理フロー(現行)
①定期点検ｶﾙﾃ・入力ｼｽﾃﾑ
業務の流れ

点検調書

補修補強
工事調書

③修繕計画
様式

④橋梁
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

⑤ﾒﾝﾃﾅﾝｽｼｰﾄ

⑥局橋梁ﾘｽﾄ

点検計画
を入力

1.点検計画

した補修計画作成機能」、や「年度からの変更点を表
示・過年度の資料を参考に計画を作成する機能」を設け
ることで、過年度の資料等を参考にする等根拠を明確に
した計画作成が可能としたことや、本省が運営する「点
検データ等登録システム」への登録は変更点のみが容易
に登録できるように作業軽減を図った。

※作業対象、システム別

②点検データ
等登録システ
ム

⑦橋梁保全
DB

その他

点検結果
を入力

設計対象
を選定

確認

確認

2.定期点検・診断

点検結果
を入力

3.点検結果の整理

確認
点検結果
を入力

確認

点検結果や補修結果を、各業
務で色々なシステムに登録す
る必要がある。

4.補修設計

設計成果
を作成
設計成果
を登録

確認

5.工事の予算要望
補修計画
を入力

補修計画
を入力

確認

確認

補修対象
を選定

6.補修工事
補修結果
を入力

確認

7.補修結果の整理

補修結果
を入力

小樽職員作業

開発局職員作業

点検診断業者作業

補修業者作業

図-3.2 業務のフロー（システム導入前）
橋梁の点検・補修における維持管理フロー(本システム導入後) ※作業対象、システム別
①定期点検ｶﾙﾃ・入力ｼｽﾃﾑ
業務の流れ

点検調書

補修補強
工事調書

②点検データ
インフラ維持管理修繕システム
等登録システ （②修繕計画様式、④橋梁データベース含
ム
む）

1.点検計画

⑤ﾒﾝﾃﾅﾝｽｼｰﾄ

⑥局橋梁ﾘｽﾄ

⑦橋梁保全
DB

その他

点検計画を入力

確認

2.定期点検・診断

点検結果
を入力

点検結果や補修結果を、各業
インフラ維持管理システムでに
インフラ維持管理システムでに
インフラ維持管理システムでに
データを入力するだけで、計画、
務で色々なシステムに登録す
データを入力するだけで、計画、
帳票が自動で作成される。
る必要がある。
帳票が自動で作成される。
3.点検結果の整理

点検結果、診断結果を自動

登録

設計対象を選定
確認

設計成果
を作成

4.補修設計
設計成果を登録

5.工事の予算要望

補修計画を自動作成
修繕計画様式を自動作成
確認

図-3.4 点検業務における利活用場面
② 診断業務における活用および効果
点検業務における活用場面およびその効果としては、
図 3.5 に示す通り、「管内の対策区分別橋梁数およびそ
の内訳を表示する機能」や「損傷程度、橋梁名、構造、
場所等から診断結果を表示可能とする機能」を設けるこ
とで、橋梁の状態（診断結果）を容易に把握し、対象橋
梁の診断結果を探す時間を短縮することを可能とした。
また、「診断結果を参考に修繕計画作成する機能」や、
「修繕要望用様式の自動作成機能」を設けることで、修
繕要望用様式の作成に関わる作業軽減を図った。
その他、「補修後の再劣化等の事例表示機能」を設け
ており、再劣化事例を参考に、C 判定箇所と合わせて修
繕すべき箇所の抽出等修繕箇所の検討を可能とした。

補修対象を選定

6.補修工事
補修結果
を入力

7.補修結果の整理

小樽職員作業

補修結果を自動登録

開発局職員作業

点検診断業者作業

補修業者作業

図-3.3 業務のフロー（システム導入後）
(2) 各業務における活用場面およびその効果
導入したシステムは図3-1で示す通り、維持管理に関
わる点検、診断、補修設計および補修工事の全ての場面
で活用可能とし、維持修繕事業全体の効率化および高度
化を図った。
① 点検業務における活用および効果
点検業務における活用場面およびその効果としては、
図3.4に示す通り、「損傷程度、橋梁名、構造、場所等
から点検結果を表示する機能」や「定期点検カルテ入力
システムのデータの自動登録機能」を設けることで、対
象橋梁の点検結果を探す時間を短縮することや自動で点
検結果を集約する機能を付加し、点検結果の集約作業の
負担削減を図った。
また、「過年度の点検結果、診断、補修実績を参考に

図-3.5 診断業務における利活用場面
③ 補修設計業務における効果
補修設計業務における活用場面およびその効果として
は、図 3.6 に示す通り、「各施設の点検、診断、補修履
歴を経年的に表示機能」を設け、橋梁の特徴を十分理解
した上で補修設計を行うことを可能とすることや、「対
象施設の過年度の図面、数量計算書等の表示機能」を設
けることで、関連資料を探す時間の短縮を図った。
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図-3.6 補修設計業務における利活用場面
④ 補修工事計画策定における効果
補修工事計画策定における活用場面およびその効果と
しては、図 3.7 に示す通り、「定期点検カルテ入力シス
テムのデータ登録機能」を設け、補修結果を自動で集約
し、集約作業削減を図った。また、「補修補強結果を一
覧で表示機能」や「対象施設の過年度の図面、数量計算
書等を表示機能」を設けることで、橋梁の状態（補修結
果）を容易に把握可能とし、関連資料を探す時間の短縮
を図った。

係者全員でオンラインで共有可能となるため、一元管理
されている情報が漏れなく迅速に関係者での共有が可能
となる。
(3) 統合マネジメントの導入
道路施設を統合して維持管理計画を立案することによ
り、関係者協議、交通規制の集約化など、効率的な施設
の維持管理(点検および修繕)を実施することが望ましい。
また、道路施設の資産管理、要対策箇所の抽出と補修支
援機能の導入を行うことや、統合管理による道路関連予
算の効率的な活用を実現を図る等、点検結果等を利用し
て、橋梁やトンネル、シェッド等道路施設全体の統合マ
ネジメントの整備を目指す。

5. まとめ
本システムは、小樽開発建設部内で各々に管理されて
いる情報を一元で管理し、データ更新の負担を極力減ら
すことで、維持管理業務の効率化を図り、職員の負担の
軽減を図った。
今後、本システムは、近い将来に迫る高度経済成長期
に整備された道路に関わる全インフラ施設の戦略的な修
繕、更新に向けての情報源として、対象構造物の拡大、
利用者の拡大およびマネジメント機能の導入などを踏ま
えて、更なる業務の効率化高度化を支援していくことが
期待されている。
参考文献
1) 橋梁定期点検要領 平成31年3月 国土交通省 道路局 国
道・防災課
2) 橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領（案）
（平成 16 年 3 月）
3) 橋梁定期点検要領 平成26年6月 国土交通省 道路局 国
道・防災課

図-3.7 補修工事計画策定における利活用場面

以上

4. システムの今後の展開
本システムを今後継続的に運用し、効率化を高めるた
めには、利用者へのシステムに対する意見を照会し、段
階的に整備拡張していく必要があると考える。拡張案を
以下に示す。
(1) 橋梁以外の道路施設への展開
これまでで構築してきた機能を生かし、「橋梁」以外
の「トンネル」、「シェッド・カルバート」等の道路施
設についても、橋梁と同様に維持管理の効率化が図れる
システム整備を進める。また、施設情報のベースとなる
道路台帳と関連付けて情報を管理することで、施設の位
置情報や基本諸元データの精度向上を行い、橋梁担当以
外の維持管理業務における作業軽減を図る。
(2) 本局等の関係者を踏まえた情報の共有
これまで構築してきた小樽開発建設部のシステムを本
局および点検・診断業者がアクセス可能な外部データセ
ンターでの運用に移行し、情報の共有化、業務の効率化
を図る。これらによって、維持管理に必要なデータが関
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