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小樽開発建設部 工務課 工務専門官
パシフィックコンサルタンツ株式会社

○新井 康嗣
鈴木 剛
藤原 広志

小樽開発建設部では、橋梁の適切な維持管理計画を実現するため、様々な資料（点検・診断
結果、補修履歴、過年度の修繕計画等）を一元的に管理保存するシステムを導入し、効率的か
つ効果的な橋梁の維持管理の実現を目指してきたところである。
本稿では、更なる維持管理の効率化を目指した機能改善、他の道路施設への拡充および持続
可能なシステム運用手法ついての検討状況について報告する。
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1. はじめに
本事業は、小樽開発建設部管内の道路施設に対する効
率的かつ効果的な維持管理を実施するためのシステムの
構築・整備を目的とするものである。
管内には塩害による劣化や、今後一斉に老朽化を迎え
る道路施設（橋梁、トンネル、シェッド・カルバート、
門型標識）が多く、また、道路施設の維持管理における
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）を用いた検討
が必要となってきている。このため、本事業においては、
点検・診断結果、補修履歴を適切に管理した上で、維持
管理業務全般においてICT技術を活用した業務の省力化
のためのシステム導入を進めている。

関するデータを一元管理する維持管理修繕システムを導
入し、様々な情報（点検・診断結果、補修履歴 等）を
利活用して効率化を進めてきた。一方で、トンネル、シ
ェッド等の他の道路施設については、システムは未整備
であったため、以前の橋梁と同様に課題が残っており、
道路施設全体にわたって、情報を統合的に管理し、維持
管理業務全体の効率化を図る仕組みが求められていた。

3. 維持管理修繕システム導入およびその効果

本システムは、これらの課題を改善するために、橋梁
をはじめとする道路施設全体に関する諸元情報や点検・
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、道路施設の維持管
理に係る管理体制の強化と日常作業の軽減を目的とし、
以下の改善を図った。
① データの一元管理
2. 維持管理業務の課題
・莫大な資料を集約して管理する
小樽開発建設部では、従来から橋梁の維持管理に係る
小樽開発建設部で管理している道路施設の諸元を一元
システムとして、「点検データ等登録システム」をはじ
で管理することができるため、現在、前述した７つのシ
め7つのシステム・データベースを導入し、橋梁の諸元
ステム毎に登録しているデータを一度の登録で完了させ、
および維持管理情報について、点検計画、補修設計計画、 効率化を図ると共に、システム間で更新漏れ等によりデ
補修工事計画等の作成時にそれぞれ用途に応じたシステ
ータが異なる課題の解決を図った。また、道路施設の点
ムを用いて作成・管理されていたため、例えば情報照会
検結果や、修繕・更新に関わる図面や写真等を一元で管
があった際に集計に時間を要したり、どのファイルの情
理することで、計画や設計に最新の情報を活用できるこ
報が最新であるのかを改めて確認したりするといった作
とを可能とした。
業も必要となり、改善が求められていた。また、一方で
② 情報の二次的有効利用
は、竣工図面や報告書等の書類がそれぞれ管理されてお
・修繕計画、点検計画の素案を自動作成
り、必要な情報を開建本部と道路事務所の間で、互いに
本システムでは常に最新の点検・補修履歴が蓄積され、
提供を求めるなど、必要な情報を入手するのに時間を要
そのデータを使用した点検計画・修繕計画の素案が自動
し、職員の大きな負担となる課題があったため、橋梁に
作成できる機能を付加した。
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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
工事竣工図書等の情報を使用して、維持管理計画を策
定することや、策定した計画を実施する現場（設計、補
修工事）において、一元管理されたデータをそれぞれ活
用することを可能とした。

図-3.1 情報の共有イメージ
④ 業務の効率化
・必要な情報を迅速かつ容易に検索できる
事故や災害があった場合に、隣接道路事務所の施設で
も容易に抽出することができ、効率的に対応することを
可能とした。また、事象が発生した場合には、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。

① 点検業務について
点検業務における活用場面としては、図4.1に示す通
り、「損傷程度、施設名、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、対象施設の点検結
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。
さらにR2改良事項として、図4.2に示す通り、施設の
点検、修繕等の維持管理業務を行う上で必要な情報（協
議先、添架物、添架物の管理者、交差物の管理者、足場
の要否等）をヒアリングで抽出し、施設に紐づけて管理
できる機能を整備した。

図-4.1 点検業務における利活用場面

図-3.2 業務の効率化イメージ

4. 維持管理修繕システムの運用および改善
本システムは、H31年度より運用を行い、前述まで示
した機能により、一つのシステムで諸元、点検、診断、
補修履歴等の情報を表示可能とし、システム間の連携強
化、資料の自動作成、データの重複登録防止（作業軽減）
といった効率化を図ってきた。また、合わせて利用者で
ある職員にヒアリングを随時行い、意見要望の多いもの
については、システム改良を重ねてきた。R2ではH31ま
でに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」および「門型標識」
等の道路施設について、橋梁と同様に維持管理の効率化
が図れる機能を整備した。その他R2までの運用を受けて
改良した項目を以下に示す。

図-4.2 施設情報管理機能追加イメージ
② 診断業務について
診断業務における活用場面としては、「管内の対策区
分別施設数およびその内訳を表示する機能」や「損傷程
度、施設名、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、施設の状態（診断結果）を容
易に把握でき、対象施設の診断結果を探す時間の短縮を

ARAI Yasutsugu, SUZUKI Tsuyoshi,FUJIWARA Hiroshi
－ 608 －

図った。
また、R2 改良事項として、「診断結果を参考に修繕
計画を作成する機能」や、「所定の様式の自動作成機能」
を簡易的に自動作成する機能を追加で設けることで、資
料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、要対策箇所と合わせて修
繕すべき箇所の抽出等修繕箇所の検討を可能とした。
③ 補修設計業務について
補修設計業務における活用場面としては、「各施設の
点検、診断、補修履歴を経年的に表示機能」を設け、施
設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。さらに R2 改良事項として、図 4.3 に示
す通り、成果品として提出される報告書、図面、現場写
真等の資料を施設に関連付けて管理するとともに、業務
の種類毎に関連させることにより、補修設計業務におい
て、必要な資料を容易に出力できる機能を追加し、操作
性の更なる改善を図った。

図-4.4 補修工事計画策定における利活用場面

図-4.5 修繕優先度一覧表の出力機能の追加イメージ

図-4.3 業務別関連資料管理機能の追加イメージ
④ 補修工事計画策定について
補修工事計画策定における活用場面としては、図 4.4
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する機能を追加
し、集約作業削減を図った。
さらに R2 改良事項として、効率的かつ効果的な補修
計画策定のため、図 4.5 に示す通り、各部材の対策区分
等の点検結果等を踏まえて修繕の優先度を算出する機能
の追加や、図 4.6 に示す通り、過去の補修実績から、施
設の各損傷に対する補修工法、補修単価を予め設定し、
最新の施設の点検結果をもとに必要な概算補修費を算出
する機能の追加を行った。

図-4.6 概算補修費の算出機能の追加イメージ
⑤ 業務全体について
対象施設の拡充を図り、システムや利用者が増えてく
ると、システムを運用していく上で適切にシステムやデ
ータの管理を行っていくことが重要になるため、R2に
おいては、上記で示した定期点検から補修工事計画策定
における維持管理業務の一連の流れにおいて、橋梁シス
テム、トンネルシステム等といった機能毎に本局職員、
開建、事務所職員および点検、補修業者のそれぞれがど
のように本システムを利活用していくかの運用フローや、
データ更新の担当者および責任者を整理していく。
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図-4.7 システム運用フローイメージ

5.システムの今後について
本システムを今後継続的に運用し、更なる効率化のた
めに、システムを広く周知し稼働率を上げていくととも
に、より利用者にとっての使いやすいシステムとなるよ
うに適宜改善していく必要がある。今後想定される改善
案を以下に示す。
(1) 現場での活用等を踏まえた情報の共有
現在の本システムは外部からの不正アクセスを防止す
ることを目的に職員のみにアクセスを許可しており、点
検・診断業者が情報を閲覧するためには、職員を介する
必要があり、時間を要したり、職員の作業の負担増とな
ったりするという課題があるため、今後は関係者（特に
点検・診断業者）とも運用方法等を調整したうえで、点
検・診断業者がアクセス可能な運用方法を模索し、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係者全員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
有が可能となると考える。

図-5.2 現場でのシステム活用イメージ（その2）
(2) システムの運用
今後、システムが利用されなくなる原因であるデータ
更新の停滞を防ぐため、適切かつ持続可能なデータ更
新・システム運用手法を確立する必要がある。
本システムではデータ更新の負担を減らすべく、取り
込み機能を追加し、データを容易に更新できる仕組みを
構築しているが、今後は上記の理由からも、データの管
理、システムのメンテナンスを含めて、持続可能なシス
テム運用方法の確立を目指す。
(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の計画を立案することに
より、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
計画策定時の活用等、点検結果を利用した橋梁やトンネ
ル、シェッド等道路施設全体の統合マネジメントとして
の活用を目指す。

6. まとめ
本システムは、小樽開発建設部内で管理されている道
路施設の維持管理業務に関する情報を一元で管理し、デ
ータ更新の作業を極力減らすことで、業務の効率化及び
職員の負担の軽減を図ってきた。
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、ICT技術を活用した
現場での利活用および利用者の拡大、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や高度化を
支援していくことを期待している。
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図-5.1 現場でのシステム活用イメージ（その1）
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