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︱﹁橋梁維持補修研修﹂での講師経験を踏まえながら︱

橋梁維持補修を
確実に進めていくには

座 談 会

きょうは︑
当センター﹁橋梁維持補修研修﹂
̶̶

の講師陣から﹁合同討議・課題発表﹂も担当さ

れた四人の方々に︑今後どのように橋梁維持管

理を進めていけばよいのか︑お話をいただきた

いと思います︒

維持管理に
求められる幅広い知見と
情報の共有

玉越 メンテナンス元年と言われ︑道路橋の維

持管理も大きな課題になっています︒そこで感

じるのは︑道路橋の維持管理にかかわる技術者

の質が極めて重要だということです︒

維持管理の現場では︑設計や施工と違って︑

点検から補修・補強も含めて︑極めて広い知識

と経験が求められるからです︒ただし︑それら

を十分に兼ね備えている人は︑インフラの数に

対して必ずしも多くない︒維持補修を確実に進

めていくには︑技術力のあるエンジニアを︑い

かに現場に準備できるかが課題だと思っていま
す︒

木村 コンクリート橋の維持管理について言え

ば︑点検・診断と補修・補強の二つの話があり
ます︒

点検・診断の観点で難しいのは︑コンクリー

ト橋の場合︑目視では表面のひび割れや浮きぐ
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てくるのです︒

し診断せざるを得ないので︑経験が必要になっ

らいしかわからない︒外観から中の状態を推定
が見えない︑直しても再劣化することが多いの

ことが大事です︒特にコンクリートの場合︑中

かったという症例︑過去の知見を共有していく

とが必要です︒今回のような研修や講習会に参

反応に短絡的に結びつけずに︑幅広く考えるこ

です︒ひび割れイコール塩害とかアルカリ骨材

自分の経験を当てはめがちになってしまうこと

経験しかできない場合には情報も限られ︑つい

らでは︑その亀裂がどこまで延び︑どの程度ま

また︑亀裂は塗膜の下に隠れているので︑外か

るのか︑点検時に判断するのは非常に難しい︒

しているか︑または形状不良などで亀裂に見え

平野 鋼橋の疲労に関して言うと︑亀裂が発生

必要かなと思っています︒

で︑研修などによって幅広い知見を得ることが

加するとか︑雑誌や資料等で幅広い知識を身に

で進展しているのか︑なかなかわからない︒

地方の人たちと話して感じるのは︑限られた

つけるなどして視野を広げないと︑間違った診
それから︑補修・補強という観点では︑人間

非常に役に立って︑
そのときはわからなくても︑

かも︑目的意識を持って現場に行くというのが

験を模擬した実験の映像を含めながら紹介して

えないといけないのか︑過去の震災での被害経

立ってきます︒どういう形態の損傷を危険と考

とりあえず現場に行って︑たくさん見る︒し

の病気と同様︑この処方で絶対治るというもの

一年後とか二年後﹁あのときそうだったな﹂と

います︒

断になりかねません︒

ではなくて︑
損傷の進行程度とか環境によって︑

急によみがえってくる︒そういうことが︑幅広
思います︒

物が壊れていくのかという視点から︑耐震性を

には壊れることを前提に︑どういうふうに構造

また︑研修では︑耐震設計は構造物が最終的
星隈 耐震設計の歴史は︑地震による被害とそ

高めるためにはどういう対策を講じればよいの

い知識と経験につながっていくのではないかと

れへの対処︑言い換えれば︑被害の経験と教訓

かをお伝えしています︒併せて︑耐震補強が︑

か︑東北地方太平洋沖地震での経験も含めて伝

のフィードバックを繰り返しながら︑これまで
したがって︑私が︑研修でまず必ず伝えてい

えていくことが︑大きな柱になっています︒

地震後の橋の機能回復にどう役立っているの
るのは︑既設橋において地震によりどういった

玉越 お話をいただいて︑大きくは二つ思うと

基準等が見直されてきました︒

被害が出るかということ︒また︑同時多発的に

一つは︑木村さん︑星隈さんが共に言われた

ころがあります︒
理者としてどういう視点で損傷を見ないといけ

ように︑過去の知見を含めた多岐にわたる情報

橋にさまざまな損傷が生じるようなときに︑管
ないかです︒そのとき︑過去の被害経験が役に
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木村嘉富氏

ずいぶん違ってきます︒うまくいった︑いかな

玉越隆史氏

例集﹂は︑あえて絞り込まずにいろいろな事例

平野 そうですね︒亀裂の向きや性状は︑直接

くいと思うけれども︑どうでしょうか︒

鋼橋の疲労︑亀裂は︑写真だけではわかりに

を出されて︑それをきちんとネットで公開され

見ないと正確にはわからないことがほとんどで

らわれ方が全部違っています︒新しい﹁損傷事

ている︒すごくいいことだなと思います︒

のは︑研修としても効果的です︒

疲労か﹂と理解されます︒あれをご覧いただく

﹁ああ︑これが塩害か︑これが腐食か︑これが

っている部材を置いているヤードに案内すると

という方々が結構いらっしゃる︒臨床研究で使

玉越 症例が千差万別ということにつながるの

承していくのも重要なことだと感じますね︒

とか︑まず身近な人から後輩︑部下に技術を伝

司から︑ＯＪ Ｔでいろいろ情報を教えてもらう

知識がある人と一緒に行くとか︑経験のある上

やはり現場に多く行く︑できればそれなりの

す︒また︑ビーチマークのような疲労破面は実

星隈 地震による損傷は︑地震で揺れている間

ですけれども︑さまざまな研修制度とか教育シ

もう一つは︑いろいろな人たちと話をしてい

に損傷していく様子を見ることはできないの

ステムがありますが︑どれかだけでよいという

橋ではあまり見られないので︑あくまで実験室

が︑現場の地方自治体やコンサルタントの皆さ

で︑模型実験で壊れていく様子を映像で紹介し

ことではなくて︑今は﹁何度でもいろいろな研

ると︑
﹁写真は見たことがあるけれども実物を

んに完全に共有されることが重要だと思いま

ています︒
振動台実験の様子を見ていただくと︑

修を受けさせて︑現場にも行くような後押しも

レベルになります︒

もう一つ︑症例が千差万別であることと︑外

研修後のアンケートに﹁構造部材がこういうふ

することが重要なんだ﹂ということが︑皆さん

見たことがない﹂
︑
﹁橋を下から見たことない﹂

からは中が見えないことで︑診断に当たって非

うに壊れるって初めて見た︒よくわかります︒
﹂

の共通認識になっていけば︑維持管理の現場が

できる技術力が必要だということです︒

す︒

常に高度な知識と経験が求められ︑応用動作が

と︑かなり多くの研修生から感想をいただいて

よくなるのかなと思います︒

研修以外に︑
国土技術政策総合研究所︵国総研︶

いろいろな情報が手に入ることは︑非常に効果

玉越 ﹁損傷事例集﹂もそうですが︑ネットで

情報の共有︑過去の知見の共有に関しては︑
では︑全国の管理者の協力を得て︑写真も提供

がある︒

ます︒

するとか︑現場に行くことも重要だと思ってい

としては︑われわれ︑国総研も土木研究所︵土

玉越 ちょっと視点を変えて︑維持補修の課題

切です︒その点を︑研修などできちんと議論を

まないように︑うまく教育をしていくことが大

ただ︑写真さえ見ればわかるという誤解を生

いただいて﹁損傷事例集﹂を出していますが︑
大きな反響があります︒
木村 ﹁損傷事例集﹂は︑いまは四〇〇ページ
を超えてずいぶん厚くなりましたよね︒
ひび割れといっても塩害とかアルカリ骨材反
応といった原因のほか︑構造部位によってもあ

維持管理の基準や
ルール化には
どういう課題があるか

います︒

星隈順一氏
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残っている性能をどう評価すればいいというも

ある︒一方で︑いま実際にあるものの耐荷力︑

した基準は必要ないのではないかという意見も

向かって補修・補強をすればいいことで︑特化

く聞くんですね︒

補修・補強に対する基準がないという不満をよ

いる︒その中で︑
維持管理の現場を経験すると︑

研︶も設計の基準づくりにずっと携わってきて

てこないということもあって︑どう整理するか

も︑結局それを応用する力︑経験がないと生き

非常に苦慮しているところで︑基準をつくって

平野 千差万別で︑だいたい一点物が多いのが

という例はありますか︒

強のときに︑こういった技術が求められている

玉越 鋼橋︑鋼部材の劣化に関して︑補修・補

点であれば︑そこも大事な点と思っています︒

きないことですから︑補修・補強基準という観

してもらう必要がある︒それは管理者にしかで

補強みたいな世界ですが︒

ます︒

手を打ってしまうことも多いような気がしてい

いまま︑何となく見えている現象だけを見て︑

診断する人も︑経験がないと︑原因がわからな

のが︑
研究分野として必要なのかなと思います︒

は難しく︑見えないところも見えるようにする

また︑外観性状だけから原因を突きとめるの

そのあたり︑維持管理の基準あるいはルール

張ればいいだろう﹂くらいに思っている人もい

玉越 例えば︑鋼橋で﹁鋼部材の亀裂は︑板を

り︑今もいろいろな研究課題があります︒

ます︒ただし︑既設橋にはさまざまな構造があ

耐震はどうでしょうか︒もともと全部︑
補修・

ないですね︒

のがないと︑合理的にできないという不満があ

が難しいと思っています︒

化といった観点で︑いまどういう課題があるの

るけれども︑原因を突きとめ︑疲労なのかどう

その中でも︑特に既設橋の耐震性能の評価に

本来有すべき性能はあるわけだから︑それに

るのも理解できる︒

星隈 耐震での補修 補
･ 強技術といえば︑既設
橋の耐震補強で︑すでに全国で広く行われてい

でしょうか︒

か︑溶接がどういう品質でできていたのか︑わ

を受けたけれども︑
損傷が生じていない橋とか︑

木村 補修・補強をするときに︑まずは現状を
部の状態を知らないと正しい診断ができません

津波の影響を受けても桁が流失していない橋も

関する研究として︑東日本大震災で強い地震動

から︑
診断のために必要な技術は当然あります︒

あったので︑
﹁なぜ壊れなかったのか﹂という

からないと︑合理的で正しい補修・補強はでき

現状の評価法と必要な性能への向上方法は︑私

観点からの研究も含めて取り組んでいるところ

評価しないといけない︒非破壊検査も含めて内

たちが提示しないといけないのでしょう︒

既設橋に対する耐震補強は︑構造条件や地盤

です︒

何年使うのだ︑どんな性能が必要なのだ﹂とい

条件がありきの中での設計となりますので︑過

けれども︑
﹁その橋をどのレベルに上げて︑
う点については︑管理者に決めていただく必要

玉越 やはり過去に何が起きたのか正しく理解

いと思っているところです︒

基準における性能評価の考え方を示していきた

橋が示した性能なども根拠にしながら︑補強の

去の地震において実際に大きな地震動を受けた

合わないか﹂という観点になりがちですけど︑
橋というのは道路の一部ですね︒
﹁この道路︑
橋は地域にどんなサービスを提供しているか
ら︑こういう水準にしたい﹂と︑管理者に意識
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があります︒単に﹁現行の技術基準に合うか︑

平野秀一氏

きに︑
補修した後の追跡調査が必要になります︒

木村 補修・補強について︑技術開発を行うと

いのも︑一つ課題だと思います︒

るわけですね︒ただ︑それを教育する場が少な

よって︑スキルアップする余地もさまざまにあ

などについての知識︑経験がどれだけあるかに

過去の事例とか︑過去の基準︑過去の建設技術

さんいるけれども︑
維持補修の現場に携わると︑

は難しい︒いまの基準について詳しい方はたく

しないと︑補修・補強の基準自体をつくること

い﹂と︑適用条件が明確になっていないところ

合には使えるけれども︑こういう場合には難し

非破壊検査でいま一番の課題は︑
﹁こういう場

近接していたりすると検出不能な場合がある︒

すが︑実際のひび割れでは︑複数のひび割れが

破壊検査では︑ある条件下であればわかるので

木村 コンクリートのひび割れの深さを測る非

介してください︒

とに関して︑今後の課題があれば︑それぞれ紹

それを正しく使って確実な補修を進めていくこ

すが︑その際に内部の鉄筋に損傷を与えないよ

は︑落橋防止構造等を取り付けることが多いで

強の工事で活用しています︒耐震補強において

星隈 耐震関係では︑非破壊検査機器を耐震補

してもらう努力も必要だと思いますね︒

玉越 使う人に過度に依存しないものを︑開発

ろです︒

経験︑データの生かし方にかかわってくるとこ

ンクリートと一緒ですが︑それを診断する人の

信頼性にまだ課題があるのが実情です︒結局コ

裂を見つける機器も開発されてはきている︒
が︑

うに配慮することが求められますが︑設計する

です︒
個別には︑すばらしい非破壊検査技術があり

者︑施工する者が共通の目的意識のもと︑管理

補修したという記録は残っているけれども︑ど
ういう損傷原因で︑どの程度の劣化状況で︑ど

ますし︑新しい技術も開発されつつあるけれど

らも確認できないので︑どうしても非破壊検査

け維持管理が重要になってきている中で︑大学

玉越 人を育てることに関して言えば︑これだ

研修をきっかけに
インフラ維持管理の
継続的な学習を

ます︒

いう息の合った関係が非常に重要だと思ってい

の範囲を︑どう直したのか︑データが残ってい

それを払拭するには︑実際の劣化部材に対し

者が適切に全体をマネジメントしていく︑そう

当然残るのですが︑
どう直したかという情報も︑

て非破壊検査を行い︑
どういう結果だったのか︑

も︑適用範囲が十分伝わっていない︒

今後は残していただかないと︑その工法がうま

データをきちんと集めて公開しておくことが必

ない場合が結構多い︒つくったときの情報は︑

く適用できるかどうかの判断ができない︒

平野 鋼橋の非破壊検査だと︑亀裂が対象にな

要です︒

っかり残しておかないと︑補修・補強基準をつ

ることが多い︒最近ですと︑鋼床版デッキプレ

症例の共有の中で︑補修・補強時の情報をし
くっていく場合に︑不足かなと感じます︒

ートとＵリブの溶接部でデッキプレートに進展

に頼らざるを得ない︒確実に亀裂の進展の深さ

教育に︑メンテナンス工学というか︑インフラ

する亀裂は︑路面には舗装がありデッキの下か

を検知する機器を︑いろいろなメーカーがいま

る現象の学習など︑まとめてカリキュラムに組

技術開発を進めるには
データの公開が必要

あとは︑溶接ビードに沿って表面に出てくる

んでいるところはない︒いまのところは︑社会

の損傷事例︑補修・補強の技術︑劣化にかかわ

玉越 非破壊検査手法とか︑いまいろいろな形

亀裂に関しては︑塗膜をはがさずに非破壊で亀

開発中です︒
で技術開発が進められていると思うのですが︑
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るわけにいかないけれども︑研修の場では︑失

で違う視点が出てきます︒実際の現場で失敗す

これも考えていない﹂など指摘されると︑そこ

発表では︑私たちから﹁あれを考えていない︒

条件を与えて︑自分で考え︑発表する︒しかも︑

にやっていただきましたね︒
ある写真を見せて︑

木村 今回の研修で︑ケーススタディを受講者

いるわけです︒

ますし︑可能な限り協力していきたいと思って

修がより充実していくことが重要だと思ってい

全国建設研修センターをはじめ︑いろいろな研

人教育に任されている︒そういった意味では︑

欠だと思います︒それが疑似体験できる研修シ

ル︑疑問を持ちそれを発信できるスキルが不可

の現場では︑正解がない中で議論ができるスキ

玉越 維持管理の実学研修の特徴ですね︒実際

にもなっていると思います︒

から説明や提案を受けるときの対応の練習の場

立場の方であれば︑例えばコンサルタントの方

問を持つことも大事ですよね︒道路を管理する

星隈 あと研修で︑他人の発表に質問する︑疑

その過程で頭も整理できます︒

しゃべろうと思うと︑
まとめないといけないし︑

らないと考えています︒発表するために人前で

で考え脳の汗をかかないと︑本当の知恵にはな

す︒自分で身につけるためには︑苦労し︑自分

ケーススタディは非常に有効だと思っていま

つきますので︑
研修という限られた時間ですが︑

意識して見る︑悩んで自分で考えると︑身に

るようにしていました︒教える側の講師として

振り返ることができるようにすることを意識す

てあるかとか︑
後々業務で疑問があったときに︑

は︑この講義はどういう話で︑どこに何が書い

平野 私が過去に研修を受ける立場だったとき

常に意味があると思いますね︒

てもらう︑一つのきっかけになれば︑それも非

玉越 研修が︑継続的な学習の重要性を理解し

ると思います︒

後に︑現場に多く行った人が伸びる可能性があ

現場で新しい見方ができます︒研修から帰った

間で急激に実力が上がることはないのですが︑

っていた﹂と思い出すだけでも違います︒五日

とを言っていたな︒玉越さんがこんなことを言

も︑現場に行ったときに﹁星隈さんがこんなこ

五日間の内容全部を覚えるのは無理だけれど

と思います︒

ったことを日々の業務で使う機会の多い研修だ

敗してはじめて気がつく︒

ステムプログラムで教育すれば︑現場にそうい

す︒

か証明することは︑なかなか難しいと思うので

ログラムを履修したから︑どれだけ身についた

界がある︒この研修を受けたから︑この教育プ

それから︑一つの研修で全て習得するのは限

が︑いま求められていて︑それが実現すれば︑

で共有しながら︑体系をつくり上げていくこと

ん︒きょう︑いろいろ話し合った課題をみんな

とか確立した学問体系があるわけではありませ

玉越 インフラの維持補修に︑まとまった概念

トも話すと︑後々役に立つのかなと思いました︒

﹁ここにこういうことが書いてある﹂と︑ポイン

木村 今回の研修はターゲットがわりと明確

維持補修が確実に進んでいくようになると思い

った人が増えていくのかなと思いますね︒

で︑地方自治体で維持管理に携わっていらっし

ます︒

大変ありがとうございました︒
̶̶

ゃる方︑設計コンサルタントの問題意識を持っ
て参加している方たちなので︑帰った後も︑習
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