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１．社会連携講座の名称等
和文：「情報技術によるインフラ高度化」社会連携講座
英文：Research Initiative for Advanced Infrastructure with ICT
－設置期間：平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日

２．講座の目的
情報技術を活用した施設管理等に関するマネジメントを高度化するとともに、新たな情

報基盤を活用した新たなビジネスを創出し、インフラ・イノベーションの実現を目指す。

また、こうした目的を達成するため、シーズとニーズ、技術と運用、理論と実践といった
様々な知識や経験を結合し、新しい価値を生み出す実践的な研究プラットフォームの確
立を目指す。

３．社会連携講座の構成員（平成２４年３月末現在）

東京大学大学院情報学環、首都高速道路株式会社、東京地下鉄株式会社、東日本旅客
鉄道株式会社、株式会社日立製作所

研究協力機関：総務省、経済産業省、国土交通省、独立行政法人土木研究所、東
京都、日本電信電話株式会社、アビームコンサルティング株式会社

４．担当教員（平成２４年３月末現在）

坂村健教授（兼任）、石川雄章特任教授、越塚登教授（兼任）、市川暢之特任講師、田中
克直特任講師（兼任）、湧田雄基特任助教（兼任）、二宮利江特任研究員（兼任）
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５．研究テーマ
１）情報活用による施設マネジメントの高度化

業務分析による維持管理業務の合理化、コードによる補修履歴の適切な管理、セン
サー等を活用した非常時の対応などの情報活用による施設マネジメントの高度化等
２）情報インフラの多面的活用

施設管理等の目的で設置した情報基盤や業務管理用データを利用者へのサービス
にも活用するなど、情報インフラの多面的な活用による新たなビジネスの可能性等
３）実践的な研究プラットフォームの運営方法

意見交換等の場の運営、関連研究ＤＢ等の運用、共通課題に関する共同研究など、
知識や経験を結合し新しい価値を生み出す実践的な研究プラットフォームの運営方法

６．運営方針
学術と社会の発展の推進及び教育研究の進展・充実を図ることを目的とし、共同研究
が着実に実施されるよう、参加者の相互協力のもと次の方針に基づいて運営される。

(1) 幅広い知識や経験が交流し、新しい価値が生み出されるよう努める
(2) 主体的かつ積極的に研究に関与し、協働して研究を推進するよう努める
(3) 研究成果を積極的に公表するとともに、その成果の実現に向けて努める

７．期待される効果
公物・施設・空間管理分野と情報技術分野において、様々な知識や経験が交流し結

合することにより、研究領域の発展、社会的便益の向上、新ビジネスの創出等に繋が
る。また、本講座を核とする産・学・官の横断的な人的・知的なネットワークが生まれる。
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＜講座研究 （研究活動）＞
 現場業務効率化研究グループ検討会

 センシング情報等の活用および現場データの活用について、データマイニング
等を用いて検討を行った。

 個別意見交換会
 各企業と東京大学での意見交換会を各社5回程度開催した。

 研究報告書
 平成23年度に行った講座研究の成果をとりまとめて研究報告書を作成した。

＜実践研究 （研究ＰＦ活動、情報発信活動）＞
 インフラ・イノベーション研究会の運営

 講座研究に関連するテーマについて5回の講演会を開催した。企画、講演資
料を一般公開し、Twitterによるライブ中継（テキスト）を行った。

 動的Webサイトの構築・運営
 Twitter,ブログ,YouTube,facebookと連動する動的Webサイトを構築、運営した。

＜全体運営＞
 運営会議

 運営会議を4回開催し、講座全体の活動を推進した。
 年間活動報告書

 平成23年度に行った２つの研究の成果をとりまとめて活動報告書を作成した。
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開催実績：運営要項に基づく運営会議を平成23年度には4回開催
運営会議4回
現場業務効率化研究グループ検討会11回
個別意見交換会各社5回（3回もしくは6回開催企業有）
研究の一環として構成員はワークショップ等に積極的に参加

活動概要：
H23年度研究計画作成（4月）

個別意見交換会、運営会議
 ｾﾝｼﾝｸﾞ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ現状調査（5月～6月）

現場業務効率化研究グループ検討会、
現場見学会（NTT）

データ収集（7月～9月）
運営会議、個別意見交換会、
現場業務効率化研究グループ検討会

研究方針決定（9月～10月）
個別意見交換会、運営会議
現場業務効率化研究グループ検討会

データ関連性分析（11月～12月）
個別意見交換会、
現場業務効率化研究グループ検討会

 H22研究とりまとめ（1月～3月）
個別意見交換会、運営会議
現場業務効率化研究グループ検討会

NTT現場見学会

現場業務効率化研究グループ検討会
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活動：講演会、交流会、情報発信など
趣旨：社会資本の維持管理は新たな成長分野であり、「情報技術によるインフラ高度化」は
ビジネスとして大きな可能性を持つ。インフラ・イノベーション研究会では、公物・施設・空間
管理分野と情報技術分野におけるシーズとニーズ、技術と運用、理論と実践といった様々な
知識を結合し、新しい価値を生み出すこと、産・官・学の横断的な人的・知的なネットワークを
創り出すことを目的に、オープンで実践的な研究のプラットフォームとして活動する。

開催日 テーマ 概要

H23年6月16日
現場作業の支援(1)
～作業・技術支援～

現場作業の支援のために、行動観察や 新のＩＴ機器を用いること
で、作業の利便性や効率化、安全性を向上させる可能性について、
行動観察やヒューマンインターフェースの専門家を交えて議論する。

H23年8月25日
現場作業の支援(2)
～センサー活用～

社会インフラ構造物の維持管理に活用しているセンサー情報を新た
にビジネスに展開していく可能性について、他分野の先行事例を参
考に議論する。

H23年10月20日
情報の有効活用(1)
～蓄積・流通～

社会インフラ施設の維持管理に関する情報を一元化するために必
要な技術や制度について、先行する他分野の事例を参考にし、情
報蓄積・流通の運用中に発生する課題についても議論する。

H23年12月15日
情報の有効活用(2)
～分析・加工～

様々な業務を分析し可視化する事例や、点検画像に応用可能な解
析技術を紹介し、点検業務や点検記録を分析・加工する方法と、そ
こから得られるメリットについて議論する。

H24年2月16日
点検体制の充実、
人材育成

社会インフラの維持管理に対し、企業、行政、大学、高専が一体化
して取組、維持管理技術者のキャリアアップの道を実現している長
崎県の取り組みから、点検体制の充実と人材育成について学ぶ。
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URL： http://www.advanced-infra.org/
社会連携講座ウェブサイト：基本情報（テーマ、参加団体、研究会、コラム、ﾋﾞﾃﾞｵﾒｯｾｰｼﾞ等）
活動履歴ブログ：活動レポート、講演会情報（資料含む）、Twitter中継
インフラ・イノベーション研究会ファンページ：facebookファンページによるコミュニティ

社会連携講座ウェブサイト

インフラ・イノベーション研究会
facebookファンページ

Twitter中継

活動履歴ブログ

講演会資料

若手対談ビデオ



講座研究Summary
研究テーマ：「センシング情報等の有効活用」
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 各企業では、構造物の維持管理以外でも様々なセンシング等を使用しておりセンシング対象の観
点から4つに分類が可能
・資産状態情報：橋梁、トンネル等の自己保有資産の変状等を測定している情報
・環境情報：自然等の外部環境を測定している情報（例：気象、地震、地盤 等）
・施工情報：構造物等の施工時の変化・影響等を測定する情報（例：挙動、沈下量、変位等）
・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ情報：企業の本来業務(道路管理、運行管理等)を管理していく上で測定している情報

センシング対象 対象物等 主な測定内容

資産状態

橋梁 ひずみ、変位、亀裂・ひび割れ、さび・腐食、剥離・鉄筋露出

トンネル ひび割れ、変位、剥離、鉄筋露出

法面等 地盤変位

環境 自然環境 地震、気温、雨量（雪）、風向・風速

管理対象物
（オペレーション）

道路管理 交通量、速度、軸重、車重

鉄道管理 速度、車重、車内温度、軌道変位、不審者監視

施工 洞道、ﾄﾝﾈﾙ等 変位等

表：企業におけるセンシング等の利用実態
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 応用例毎に、センサの研究は、多数あるが、センサデータの取得を含め、1990年代からセンサ
ネットワークの研究にパラダイムシフトしていく。

 高度なセンサの研究としては、光ファイバを用いる方式や、レーダーを用いる方式、画像認識に
関する方式が近年の研究では多く見られ、研究が進められている。

Ａ．センサ・センシング方式

センサ・センシング方式に関する研究事例

SAR（合成開口）レーダーを用いた構造物センシング
(Matsuokaら, 2004)

導電塗料を用いたトンネル内ひび割れセンシング（矢部ら、2006）

表：計測方式の類別年表（矢部ら、2006）

方式 手動 半自動 全自動

世代 第1世代 第2、3世代 第4、5、6世代

導入年代 1950年代～
第2、3世代：1950年代～

第3世代：1980年代後半～
第4、5：1980年代後半～

第6世代：1990年代後半～

概要

計測機器を現場に持ち込
んで測定作業を行う方式。
測定データが印字された
記録紙を回収する方式も
含む。

現場にセンサおよびデータ
ロガーを設置して、一定期
間データを現場に蓄え、定
期的にデータを回収する
方法。

センサデータをデータロ
ガーにより収録するととも
に、遠隔地から通信設備
を介して即時的に収集す
る方法。

データの集
約度

観測員の派遣時のみの記
録。
（間欠的データ、一部れ族
データを含む）

蓄えたデータを一定期間
毎に収集することにより、
連続したデータを確保可能。
(連続データ）

遠隔監視所で即時的に
データを収集し、表示・記
録・蓄積することが可能。
（連続＋即時データ）

省力化の
程度

観測員の労力が大。
若干の観測員の労力が必
要。

省力化が実現

機器コスト 安価である。
データ収集装置に費用が
かかる。

通信設備を含め導入コスト
が高い。

データ単価 高価 中間的価格 安価

データ活用
の利便性

観測からグラフ化までの時
間を要し、観測結果を踏ま
えた測定対象の総合把握
まで時間を要する。

データ収集までに時間を
要し、即時性に欠ける。

即時的にグラフ化が可能
であり、迅速な把握と解析
作業が実現。

適応性
小規模な観測や保全対象
の重要度が低い場合など。

即時性の必要はないが、
観測対象を連続的に把握
する場合。

大規模な観測、即時性が
必要な場合、あるいは保
全対象の重要度が高い場
合。
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 センサネットワークの研究は、センサ自体の研究（センサノード）、センサ間を繋ぐネットワーク技
術（センサネットワーク）等の研究を幅広く含んでいる。また、センサおよびセンサネットワークを
活用したアプリケーション研究も多数行われている。

 アプリケーションでは、災害時を想定した常時・遠隔モニタリング、ホームセキュリティ等を対象と
した遠隔モニタリング等が数多く研究されているが、長年、キラーアプリケーション不足と指摘す
る向きも有る。

Ｂ．センサおよびセンサネットワーク

センサネットワーク研究

センサネットワーク研究の原点となった提案：Sensor Web

■ Sensor Web (Kevin Delin, NASA, 1997)

1990年代末頃に提案されたSensor WebやSmart Dustといったコン

セプトにより、センサネットワークの研究は開花した。以来、環境モニタ
リングなどの取り組みやすい研究課題を発端とし、医療、災害、セキュ
リティ等の実用的なセンサモニタリング技術を対象としながら、技術が
進歩した。

引用： 総務省、ユビキタスセンサネットワークの実現に向けて～ 終報告
(2010)

センサネットワークの要素技術

センサネットワークにおける要素技術・研究課題

１．センサーノード
センサー技術、プロセッサ技術
・多様な使用目的に対応する高感度化、認識率向上、自己メンテナンス、耐環
境、小型化

電源
・電源の効率化、省消費電力化

無線技術
・センサー同士の無線方式、相互干渉、無駄な電力使用の防止

２．ネットワーク
センサーノード制御
・センサーノード位置検出、センサー同期、 適ノード配置、大規模ノード管理

ネットワーク制御
・無線制御、アドホックマルチホップ技術

３．上位アプリケーション
ミドルウェア
・センシングデータ処理、データ保管、マイニング、セキュリティ

システム運用
・ノード管理、遠隔保守運用

アプリケーション開発
・アプリケーションの開発環境、アプリケーション同士の連携
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 膨大かつ多様なセンサデータを収集することが可能となった昨今において、様々なセンシング情
報をユーザが自由に提供/共有し、活用する事例が世界的にトレンドとなっており、インフラ管理
におけるデータ等を共有する環境も受け入れやすくなっている

 企業が保有するセンサデータ/インフラ管理データ等を共有することで、新たな活用方法に繋がる
可能性がある

Ｃ．汎用センサプラットフォーム

Patchubeのweb表示例

■ Patchube (2009)

ユーザが、世界各地で登録したセンサデータをweb上で簡単に閲覧
することができる。
Patchube対応のセンサが発売もされており、センサを買ってくればす

ぐにセンサデータを提供することも可能。このように、センサデータを
共有しようとする考え方が近年における汎用センサプラットフォームに
おいて広がっている。

一般ユーザにより開発されたPatchube対応のアプリケーションの例

センサデータインプット用 （一例を抜粋）
・Data Logger

i-phoneアプリ。i-phone上でfeedの登録やグラフの確認が可能
・PachTweet

Twitterからのダイレクトメッセージ(数字、文章)をfeedに送ることが可能
・CurrentCost2Pachube

CurrentCostと呼ばれる電気使用量を測る機器を取り付けることで、feed
に送ることが可能

センサデータアウトプット用 （一例を抜粋）
・Pachube viewer

Android端末用のPachubeビューア
・PachuBlog 

ブログやウェブサイトに、feedのグラフデータを貼り付けられる
・PuchuDial

センサデータをダイアル状のガジェットとしてブログなどに貼り付け
・Pachube2SketchUp

FeedのデータをSketchUp(Googleのドローソフト)にリアルタイム表示
・Trails

位置とデータの変化を地図上に表示したものを、ブログなどに貼り付け可
能
・Earth Browser

Google Earth上にfeed情報を表示

汎用センサプラットフォームの代表例
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 収集されたセンサデータをどのように可視化するかといった課題はセンサネットワークやユビキタ
スコンピューティングにおける重要な研究課題となっている

 センサデータの分析を行う前段階として、どのようにセンサデータを表現するかが重要な研究ス
コープである

Ｄ．可視化

※引用：A GIS-based tool for storage, selection and visualization of 
time series 4D marine datasets Visualisation of Sensor Data from 
Animal Movement

地図上における三次元的なデータ表示例 三次元構造モデル上におけるセンサデータ表示例

■ Live Geography, MIT SENSEable city Lab. 2009.

Live Geographyの処理の流れ

センサデータの表示例

※引用：Integration and Visualization of dynamic Sensor Data into 3D 
Spatial Data Infrastructures in a standardized way (Alexander Zipf 
et.al., 2009)

センサ値を都市の三次元モデル上に表示した例

※引用：http://www.ubicomp.nileu.edu.eg/index.html (viewed 
2012/3/11)

センサ値を構造物の三次元モデル上に表示した例

■ Sensor Explorer (the ubiquitous computing group, 2009)
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リ
ア
ル
タ
イ
ム
系

①気象情報（レーダ雨量、アメダス
等）

・ＨＰで配信（レーダ降水ナウキャスト等）
（http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html）

気象庁

②河川情報（水位、雨量、流量等） ・ＨＰで配信（川の防災情報）
（http://www.river.go.jp/）

水管理・国土保全局

③気象情報全般（地震含む） ・数値情報の配信サービス（有料）
（http://www.jmbsc.or.jp/hp/online/f-online0.html）

（財）気象業務支援セン
ター

④交通情報（渋滞、事故・規制情報
等）

・配信サービス（有料）
（http://www.jartic.or.jp/）

（財）日本道路交通情報
センター

民
間
サ
ー
ビ
ス

高密度環境センサーネットワーク事
業

・全国９０００か所（目標）に気象観測センサーを設置。配信
（有料）

ＮＴＴﾄﾞｺﾓ

高密度地震情報配信サービス
・供給エリア内約４０００か所に地震計を設置。観測データの
配信サービスを実施（有料）

東京ガス

気象情報提供（予測含む）サービス
主に気象業務支援センターの情報を活用し、事業者や個人
にデータの加工を行ったうえで配信（有料）

気象協会・ウェザー
ニューズ等

１．関連するICTの動向（6/7）～利用可能なオープンデータ～

情報の種類 管理の状況 管理者

ス
ト
ッ
ク
系

①気象情報
（雨・風・気温・日照時間 等）

・観測所毎の数値をＨＰ上で公開
（http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html）

気象庁

②地震情報
（震度、震源）

・1926年から2日前（※）までの有感地震の震源と全国の各地
の震度を公開（http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/
shindo_db/shindo_index.html）

気象庁

③河川情報等
（水位・雨量・流量等）

・観測所毎に数値をＨＰ（水文・水質ＤＢ）上で公開
（http://www1.river.go.jp/）

水管理・国土保全局

④地質情報 ・kunijibanとしてボーリング柱状図をHPで公開（xml）
（http://www.kunijiban.pwri.go.jp/jp/service.html?pos=）

（独）土木研究所

⑤基盤地図情報 ・ＨＰで公開（http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html）
・ＪＰＧＩＳがベース （1/2500、1/25000、数値標高モデル等）

国土地理院

⑥国土数値情報（地形、土地利用、
公共施設、道路、鉄道等）

・国土数値情報としてＨＰで公開（http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/）
・ベクトル、メッシュ化データ多数、ＪＰＧＩＳ準拠データあり

国土政策局
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１．関連するICTの動向（7/7）～他分野の実用化事例～
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 地震等の振動を検知するセンサからのデータをリアルタイムに観測し、センサパタンの分析結果か
ら、ガスを停止させるまでのセンサ～アクチュエータを含むシステムとしての実用化事例

・超高密度リアルタイム地震防災システム（SUPREME）（東京ガス）
地震の振動が建物に及ぼす影響を平均化したSI値を計測するセンサを開発。

東京ガスの供給エリアで、約4000ヶ所の地区ガバナ（整圧所）全てに地震センサーを設置。
地区ガバナの自動しゃ断装置と連動させ、設定したSI値を感知すると自動的にガスをしゃ断する。

従来、作業員が個々の地区ガバナに出向き、ガスの供給を停止しており、大規模地震時には、停
止作業に40時間程度かかると想定されていた。しかし、SUPREMEの導入により15分に短縮された。

引用：http://eee.tokyo-gas.co.jp/safety/jishin.html、http://www.jishin.net/point.html

地震センサ (Siセンサ)

地震センサの配置箇所（赤い点）

○地震の基本情報（地震名、検知時刻、震度、マグニチュード など）
○観測情報（観測点名、SI値、震度相当値、GAL値）
○地図情報（震度分布図、液状化分布図など）
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２．センシング情報等を活用した対応案（1/4）
～対応案の体系化～
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対応案について、受益者の観点から再整理（赤字：センシング情報等関連）

中長期的更新・改修 短期的補修・修繕 点検・分析・評価 維持管理

経
営
層

アセットマネジメント、ＬＣＣ等の
研究

アセットマネジメントのシステム
化

安全基準・技術基準等の分析・
改善

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層

設備毎の耐用年数（補修基準）
の設定

長寿命化、予防保全技術の開
発
劣化メカニズムの解明
劣化予測方法の開発

補修・修繕方法の検証・見直し
（水準・ﾒﾘﾊﾘ）

損傷状態・修繕履歴等の分析
と対策検討

点検・監視業務の検証・見直し
（水準・ﾒﾘﾊﾘ）

（新しい種類の）損傷状態の解
析と評価方法

維持管理方法の検証・見直し
（水準・ﾒﾘﾊﾘ）

現
場
層

各種基準の現場での運用実態
の分析

新しい種類の損傷の補修方法
の研究

遠隔診断・点検支援ｼｽﾃﾑ開発

非破壊検査等計測機器の状態
監視等への適用

点検項目、測定方法等の分
析・改善(ﾏﾆｭｱﾙ)
点検、履歴管理等業務支援ｼｽ
ﾃﾑの改善

自動制御機器、ｼｽﾃﾑ等の開
発
遠隔監視・自動計測ｼｽﾃﾑ

維持管理項目、確認方法等の
分析・改善(ﾏﾆｭｱﾙ)
現場状況管理等業務支援ｼｽﾃ
ﾑ改善

共
通

資格制度、試験制度等の分
析・共通化

 非常・緊急時の情報連絡シス
テムの改善

技術力評価・管理／人材育成ｼｽﾃﾑ

情報インフラの共同利用ルール等整備／共同利用可能な情報の流通ルールの整備

 ﾅﾚｯｼﾞ（事例、ﾉｳﾊｳ等）蓄積・流通ｼｽﾃﾑ

補修計画（優先順位）に関する研究

h.施設（位置等）情報共有システム／i.工事情報等の共有システム

標準化・共通化による業務の効率化・コスト削減

点検・修繕履歴等の現地データの活用方法

 インフラの状況・必要費用の明確化／社会に対する情報提供の機会の提供
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２．センシング情報等を活用した対応案（2/4）
～センシング情報等の活用の視点～
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 センシング情報等の活用方法を基に、階層別に整理し、センシング情報等の活用方法
を４項目に分類

 活用方法、及び対応案の内容を明確化し、８項目の仮説を提案
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２．センシング情報等を活用した対応案（3/4）
～センシング情報等の活用仮説～
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仮説⑤：構造物の劣化特性を踏まえた計測方法を検討し点検方法の合理化を行う

仮説⑥：過去の損傷傾向等の知見を反映した点検業務全般の効率化提案を行う

仮説④：熟達者の暗黙知を可視化し、損傷や補修の判断を支援する関連情報を与える

仮説③：点検データやセンシング情報等を総合的に分析し、技術的判断の参考情報とする

マネジメント層：損傷や補修の判断を支援（暗黙知活用）
損傷状態の評価や劣化の予測、補修・補強の判断における熟達者の暗黙知（過
去の経験、科学的根拠に加え、地域特性、自然環境、類似事例等を総合的に分
析）を形式化し活用する

仮説②：センシング情報等を分析・加工して、経営・マネジメント・現場の管理指標に利用する

仮説①：インフラの管理水準等に関する客観的かつ共通的な指標を社会に情報提供する

経営層：経営・マネジメントへの活用（経営指標）
センシング情報等を活用することで、経営判断・技術判断・現場活動等に対して
より適切な経営・マネジメント指標（KPI）を設定できる可能性がある

仮説⑧：災害等の非常・緊急時において、現地情報を迅速に収集し適切な対応を支援する

共通：センシング情報等を活用した非常・緊急時への対応
災害・地震等の非常時には異常箇所や点検必要箇所が同時にかつ広域的に生
じる可能性が高く、複数の箇所の状況を早く正確に把握することが重要である

仮説⑦：位置情報を活用した端末等により、現場点検員の作業支援を行う

現場層：現場作業を支援（業務効率化）
これまで人が行ってきた収集・記録等をセンサ等に置き換えることによって、現場
業務の効率化に寄与する
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３．点検業務の将来像（To-Be)
～ＩＣＴを活用した点検業務の改善の方向～
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将来像２：構造物特性を踏まえた点検実施方法の
合理化（６-３）

将来像１：点検員の現場作業の効率化（６-２）

将来像４：点検関連データの経営・マネジメントへの
活用（６-５）

将来像３：個別点検実施判断等技術的判断の支援
（６-４）

＜業務内容＞

現
場
点
検
業
務

点
検
結
果

と
り
ま
と
め

個
別
点
検
実
施

点
検
計
画

策
定

常時計測
・監視

点検実施
・記録

仮評価

記録・
整理

点検結果
確定・登録

点検結果
分析・編集

点検方針
策定

点検計画
策定

個別点検
箇所決定

個別点検
計画・実施

損傷・劣化レベル（緊急度
等）を判定

測定値、写真、判定結果
を記録、整理

記録から損傷・劣化レベ
ルを確定・登録

要注意箇所等の変
化を常時監視

過去の点検実績から点検
計画を策定

損傷・劣化レベル、個別
点検の必要性を判断

点検結果をとりまとめ、全
体数量を整理

現場で損傷の箇所、状況
等を計測し記録

構造物の健全度等から点
検方針を策定

個別点検を計画・実施し、
結果を記録

＜改善の方向＞

・メリハリをつけた点検方法・運用ルールへの見直し
・点検の難易度を考慮した点検計画の策定

・位置情報等を活用した現地入力の簡略化

・点検データを使って各層の管理指標を設定
・管理指標の継続的な運用方法を確立

・他の事例などを参照しつつ正確な状況を把握

・位置情報を活用した点検結果の自動記録、整理

・現場での類似事例の検索・参照
・エキスパートによる助言

・過去データとの比較による損傷判定の支援

・センサ設置等による目視の補完・代替

・外延要因等を踏まえて劣化の推移等を想定

維
持

管
理 常時計測

外部環境変化等を
常時計測

将来像５：常時監視（センサ等）の設備の活用（６-６）

・センサ情報等を部門間で流通させ有効活用
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３．点検業務の将来像（To-Be)
～常時監視（センサ等）設備の活用（1/2）～

【システム及び要素技術】
○情報流通プラットフォームの構築

・センサネットワーク
・高速大容量データベース
・オープンデータプラットフォームとの情報連携

〇可視化ツールの開発
・可視化技術による情報表示

○データ利用条件の整備
・他社の保有する情報を利用する際の条件書・契約書
・情報流通のための一般的なルール・手続きの構築

ICTの活用方法

○オープンデータや各企業が保有しているセンシ
ング情報等を活用することで非常時におけるイン
フラの管理・運用の将来像を描く。
・情報の流れの視点から整理

基本的考え方
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３．点検業務の将来像（To-Be)
～常時監視（センサ等）設備の活用（2/2）～

〇情報共有の有効性（費用対効果等）の整理
〇具体的なサービス・共有情報、適用場面の整理
○情報流通基盤としての技術要件の定義
○データの利用条件の整理、関係者の合意

実現に向けた課題

○保有データの緊急時への応用方法の検討
・企業情報や外部情報等の大量データを流通させることでイ
ンフラの管理・運用に関する迅速かつ適切な判断支援を行
う

研究テーマ（想定）
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３．点検業務の将来像（To-Be)
～点検員の現場作業の効率化（1/2）～

○点検員が実施している点検業務の流れに沿って、ＩＣ
Ｔを活用して効率化された現場作業の将来像を描く。
・位置情報等を活用した支援端末による作業の効率化
と点検漏れを防止する
・過去の点検結果の分析から得られる知見を反映した
損傷評価のバラツキの是正、点検記録内容の見直す

基本的考え方

【システム及び要素技術】
○現場点検業務支援端末

・センサ活用による位置認識技術
・ARによる過去情報と現場情報の対比表示
・ 適化アルゴリズムによるルートガイド

○損傷評価支援システム
・データマイニングによる要因分析
・画像解析による類似画像検索・レコメンデーション

○施設管理・点検結果記録ＤＢ
・分散処理、高速大容量データベース

ICTの活用方法

点検者の位置認識が可能なシステム（位置センサ等）を用い、点
検着目点を含めた自動的な点検ルート/手順をガイドする

重要損傷が発生し易い部位・損傷種類を明らかにし、チェック方
式とすることで、健全状態の記録を含め点検漏れを防ぐ。

AR等のICT技術を活用し、過去の点検結果、評価結果の比較・
参照により、損傷レベルの正確な評価を支援する。

損傷写真・データについて、画像解析技術等により過去の判定
事例から推奨を提示し、評価のばらつきを是正する。

時間情報、センサによる正確な位置情報等、記録が必要な情報
の一部を自動的に取得が可能となり、作業が簡素化される

点検業務のログ（担当・時間・ルート等）を蓄積・分析することで、
合理的な点検計画を策定し作業員の負担を軽減する。

①点検の
実施

②損傷の
発見

③損傷の
仮評価

⑤判定の
支援

④点検結
果の記録

⑥結果の
分析・活用

点検時には現在位置の正確な把握が難しいため、損傷を発見し
た場合に位置把握のため図面と現場を照合している。

新たな損傷の発見は、技術者の能力に依存している。正確な位
置の把握ができないため、損傷箇所を見落とすことがある。

損傷評価は各企業の基準によって実施されており、仮評価の結
果は技術者のスキルによりバラツキを生じている。

スキルレベルによって仮評価のバラツキがあるため、熟達者の
経験をもとに関係者の合議により評価を設定する。

点検現場は閉鎖空間で劣悪な環境であるため、現場での記録作
業の負担が大きい。事務所での再入力に時間がかかる。

熟達者の経験や知識を頼りに、現場での点検作業を計画してい
るため、 適な作業計画となっているか疑問である。

現在 将来作業

 重要な損傷が発生しやすい部位、損傷種類等の傾向を把握し、現場での作業の改善提案を行う
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３．点検業務の将来像（To-Be)
～点検員の現場作業の効率化（2/2）～
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○重要な損傷が発生し易い部位や損傷種類等、目視の際に確認すべき
点検着目点の明確化
○橋梁等の閉鎖空間における精度の高い位置認識と実務への適用
○スキルレベルによる評価のバラツキを抑えるための技術支援方策の確
立
○点検業務における点検員の作業負担を増加させない各種情報（ログ）
の蓄積ルール・手法の確立

実現に向けた課題
①複数の視点からの点検着目点の抽出
・各企業が提供可能なデータの対象構造物の定期点検を対象に、
データマイニングにより重要な損傷が発生し易い部位、損傷種
類等を抽出し、統計的、経験的、工学的な視点からの検証を行う。
②情報端末による現場点検員の作業支援
・位置センサを点検員に携行させ、位置情報を活用した作業の
自動化、ガイド機能を実現し効果を検証する。

研究テーマ（想定）
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３．点検業務の将来像（To-Be)
～構造物特性を踏まえた点検実施方法の合理化（1/2）～

○目視を中心に一律の点検頻度で実施している現在
の定期点検方法について、構造物特性を踏まえ、メリ
ハリをつけた点検方法の将来像を描く
・目視を中心とした定期点検において、センサ等を活
用することにより点検方法（目視、点検間隔）を見直す
・個別点検や常時監視との役割分担を視野に入れる

基本的考え方

【システム及び要素技術】
〇計測機器（センサ等）
・データマイニングによる弱点分析
・画像技術等を活⽤した損傷の監視
・超⾳波・⾚外線等を活⽤した損傷計測機器

○センサネットワーク等
・センサネットワークによる異常検知、⾯的分析

〇点検要領・運⽤ルールの最適化
・現場情報の解析による改善点の抽出
・センサ機器等の導⼊可能性の評価

ICTの活用方法

構造物の特性（弱点等）に合わせたセンサを設置し、損傷を監視
することで、構造物の重大損傷の兆候を察知する。

点検しにくい箇所（高所、閉所等）に目視を補完するセンサ等を
設置することで、目視による点検回数を減らす。

点検できない箇所（構造物の内部、化粧版裏等）に、目視より有
効な計測機器等による正確な情報収集に切り替える。

構造物の特性を反映することで、目視点検の一部をセンサ等に
よる情報収集へ代替、センサ等活用による目視点検間隔の見直
し等、構造物の特性に合わせて点検要領を見直す。

①常時
監視

②目視の
補完

③運用
ルール

④点検要
領改訂

構造物の異常を事前に察知するために、どの箇所をどのように
センシングしてよいかわかっていない。

目視を基本として実施しており、亀裂などの長さ、腐食の広がり
等、各企業の損傷評価基準に基づき、評価を実施している。

目視点検結果により詳細な調査が必要と判断した場合に限り、
必要な器具を用いた詳細の調査を再度実施する。

定期点検は、目視を中心に実施することとし、点検方法・頻度等
は、構造物毎の特性によらず一律となっている。

現在 将来合理化方法

構造物の種類や経過年数等、過去の損傷傾向等の知見を反映
し、損傷の進行度合いに応じてメリハリをつけ弾力的に運用する。

点検頻度は一律であることから、重要な現象を見過ごすと次の
点検までに損傷が進捗してしまう恐れがある。一方、劣化の進行
が遅い箇所も同等のコストがかかっている。

②目視の
代替

 各構造物の弱点を見出すことで特性に合わせた計測方法を検討し、点検方法の改善提案を行う
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～構造物特性を踏まえた点検実施方法の合理化（2/2）～
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○一番損傷が出やすい箇所や重要損傷の予兆の損傷となる弱
点部位の抽出
〇センサの設置方法（場所・方法等）及び費用の明確化
〇センサの技術的な理解（計測項目、費用、精度、信頼性等）の
向上
〇点検方法を見直しするための判断に必要な根拠（統計的裏付
け等）の作成

実現に向けた課題

①劣化発生時期に着目した構造物の弱点の抽出
・各企業が点検合理化の対象とする構造物の定期点検を対象に、
データマイニングにより一番損傷が出やすい箇所、重要損傷の予兆
となる損傷を抽出し、統計的、経験的、工学的な視点からの検証を行
う。
②構造物の劣化特性を踏まえた、計測方法の改善
・安全を確保しつつ点検作業を軽減するため、構造物の弱点に合わ
せた計測方法等の改善案を提案する。
③点検周期・運用ルールの 適化
・構造物の特性を踏まえた点検業務全般の効率化を進める点検ルー
ル・運用の改善案を提案する。

研究テーマ（想定）
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３．点検業務の将来像（To-Be)
～個別点検実施判断等技術的判断の支援（1/2）～

【システム及び要素技術】
○外延要因可視化ツール

・オープンデータ等を活用した関連情報の取得
・データマイニング等による外延要因分析
・可視化技術よる判断支援情報の表示

〇ナレッジ（事例・ノウハウ等）蓄積・流通システム
・ナレッジ（事例・ノウハウ等）データベース
・情報通信プラットフォームによる情報連携

ICTの活用方法

○マネジメント層が実施する技術的な判断支援に必要
な情報とその提供方法における将来像を描く。
・熟達者がどのような知見により判断を行っているかと
いう情報（知見）の専門性に着目し、現状及び将来像
を整理

基本的考え方

構造物の劣化に影響を及ぼす地域特性や環境情報を、グラフ、
地図等で表示することで、判断支援情報として活用

点検結果やセンシング情報等や外延要因を分析し、損傷や劣化
の傾向を明らかにすることで、技術者の思考過程を可視化する

構造物の劣化要因の把握に必要な情報を点検項目に追加する
とともに、関連する様々な事例情報を蓄積することで、類似事例
等検索が容易となる。関連する外部情報を取り入れる。

企業間での情報連携により、劣化予測精度の向上に必要な情報
収集や、適切な補修時期の判断に活用する。専門家の間で必要
な情報が流通する環境を整備する。

①関連情
報表示

②要因分
析・表示

③専門知
識

熟達者の目視点検は、五感で感じた目視以外の何らかの情報を
直感的に把握して評価を行っている。

技術的判断は、技術者の保有する様々な外的要因や過去の事
例等を総合的に判断しているが、その思考過程は明らかでない。

目視点検の結果により、個別点検を実施し、構造物の劣化状況
を詳細に把握することから、点検技術者は、実質的に補修・補強
の必要性の判断（仮説）が必要となる。

高度な専門知識となる劣化予測、補修・補強の判断は、熟達者
の経験や知見以外にも、必要に応じ、外部の専門家の意見を求
める。情報収集に多くの時間が費やされている。

現在 将来支援方法

熟達者の知見・過去の経験は、個人の記憶としてとどめており、
そのノウハウ等が記録簿に記載されていない。

熟達者の点検評価時の情報（位置、時間、天候、参考文献、判断
理由等）を蓄積・分析することで業務ノウハウを可視化し、技術伝
承を行う。

②経験知
の蓄積

④事例・知
見

 構造物の劣化に影響を及ぼす外延要因を抽出し、技術的な判断の際に役立てる仕組みを提案する
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〇1損傷単位の評価から構造物全体の評価を表す指標の設定
〇適切な維持管理水準の明確化
〇企業の経営指標等の実態及びデータの使用方法
〇各企業の経営指標情報の内容把握及び提供

実現に向けた課題 ①構造物の健全性を評価する指標の作成
・維持管理に関する経営指標として、点検データを基に構造物
の健全性を評価する指標を作成し検証する
②バランス・スコアカードの作成
・現場が取得する点検データを経営管理指標に結びつけ、経
営層・マネジメント層・現場層が一体となったバランス・スコア
カードを作成し試行する。

研究テーマ（想定）

３．点検業務の将来像（To-Be)
～個別点検実施判断等技術的判断の支援（2/2）～
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【システム及び要素技術】
○バランス・スコアカードの作成

・データマイニングによるデータ間の関連性分析
・健全度評価指標の作成
・バランススコアカードの作成

〇評価指標の運用方法の確立
・ICTを活用した評価指標に係るデータの収集・分析
・指標の共通化と企業間のベンチマーク

ICTの活用方法

○現場から収集したデータを経営・マネジメントに活用
するための管理手法における将来像を描く。
・ヒト・モノ・金の管理の視点から点検関連データの活
用方法を整理する。
・点検関連データ等を活用した経営・マネジメント・現場
層が一体となったインフラ管理の方法を構築する

基本的考え方

点検業務（オペレーション）全体を分析するデータ（稼働、時間、
費用等）を収集し、個別指標を整備・管理することで適切な点検
計画を策定する

センサデータを含めた現場からの情報を基に、構造物全体の状
態を評価する健全度評価指標により、経営的な視点から、補修
箇所・方法を選定する

バランス・スコアカードを作成することにより、経営・マネジメント・
現場層が一体となったインフラ管理指標の体系が確立する

①オペレー
ション管理

②構造物
管理

③資産
管理

現在の点検では、構造物の結果についての記録しか蓄積してお
らず、点検業務（オペレーション）に関する記録（稼働、時間等）は
蓄積されていない。

現場の点検員は、点検記録簿に様々な点検結果を記録し、DBに
蓄積しているが、蓄積されているデータがどのように活用されて
いるか、現場層に理解されにくい

現在の点検方法では、１損傷単位での評価を実施しており、構造
物全体がどのような状況か判断する指標は存在していない。

補修・補強の判断は、構造物の状況から判断されており、利用者
サービス、投資計画など総合的な視点からは行われていない。

現在 将来管理手法

健全度評価指標により、インフラ管理水準を明確化し、企業間で
のベンチマークを行う。

④ベンチ
マーク

構造物の状態を評価する指標は各社内の基準で管理されている
ため、適切な維持管理の水準が不明である。

点検データが各層の業務でどのように利用されているかを明ら
かにするとともに、その結果が現場にフィードバックされる仕組み
を構築する

 点検データを活用し、経営層・マネジメント層・現場層をつなげる維持管理指標を新たに設定する

３．点検業務の将来像（To-Be)
～点検関連データの経営・マネジメントへの活用（1/2）～
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〇1損傷単位の評価から構造物全体の評価を表す指標の設定
〇適切な維持管理水準の明確化
〇企業の経営指標等の実態及びデータの使用方法
〇各企業の経営指標情報の内容把握及び提供

実現に向けた課題 ①構造物の健全性を評価する指標の作成
・維持管理に関する経営指標として、点検データを基に構造物の健
全性を評価する指標を作成し検証する
②バランス・スコアカードの作成
・現場が取得する点検データを経営管理指標に結びつけ、経営層・
マネジメント層・現場層が一体となったバランス・スコアカードを作
成し試行する。

研究テーマ（想定）

３．点検業務の将来像（To-Be)
～点検関連データの経営・マネジメントへの活用（2/2）～
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【システム及び要素技術】
○情報流通プラットフォームの構築

・センサネットワーク
・高速大容量データベース
・オープンデータプラットフォームとの情報連携

〇可視化ツールの開発
・可視化技術による情報表示

○データ利用条件の整備
・他社の保有する情報を利用する際の条件書・契約書
・情報流通のための一般的なルール・手続きの構築

ICTの活用方法

○オープンデータや各企業が保有しているセンシ
ング情報等を活用することで非常時におけるイン
フラの管理・運用の将来像を描く。
・情報の流れの視点から整理

基本的考え方

オープンデータを活用した可視化ツールにより、非常時の状況等
を把握する。

オープンデータや各企業が保有する様々なセンシング情報等を
収集・管理する情報流通プラットフォームを構築し、企業間で情
報を流通させる。

オープンデータに企業情報を追加した情報流通プラットフォーム
を活用し、各企業の営業施設に状況の悪い箇所を自動表示する
ことで、優先順位をつけて点検を実施

①データ収
集

③業務
使用

環境情報は、活用可能なデータがオープンデータとして提供され
ている

各企業は、企業毎に一定の間隔でセンサ等を設置し、様々な情
報を収集

様々な情報を共有し、活用する環境が整備されてきている。

企業は、非常時における社内基準等を保有しており、センサ等に
より計測した値が基準を超えた場合営業を一時停止し、安全を
確認することとなっている

現在 将来情報の流れ

③可視化

営業を再開するためには、対象区間において、現場技術者によ
る点検（安全確認）が必要

情報流通プラットフォームで収集した様々な情報を可視化する
ツールによりし面的な詳細情報として可視化する。

 常時監視（センサ等）設備から得られる情報を活用し、インフラの管理・運用に関する迅速かつ適切な判断を
支援する

３．点検業務の将来像（To-Be)
～常時監視（センサ等）設備の活用（1/2）～
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〇情報共有の有効性（費用対効果等）の整理
〇具体的なサービス・共有情報、適用場面の整理
○情報流通基盤としての技術要件の定義
○データの利用条件の整理、関係者の合意

実現に向けた課題

①保有データの緊急時への応用方法の検討
・企業情報や外部情報等の大量データを流通させることでイ
ンフラの管理・運用に関する迅速かつ適切な判断支援を行
う

研究テーマ（想定）

３．点検業務の将来像（To-Be)
～常時監視（センサ等）設備の活用（2/2）～
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＜プレスタディの目的＞
 環境情報等のセンシング情報等と点検関連情報との関連をマイニングの手法を用いて分析する

ことにより、劣化現象や劣化に影響を及ぼす外延要因等を推定することが可能と思われる。
 このため、H24～25年度研究のプレスタディとして、各企業から提供されたサンプルデータによる

マイニングを実施し、研究の妥当性を検証するとともに次年度以降の研究計画立案の参考とする。

表：提供データの種類

企業名 データの種類
データ

数
データ
項目

提供内容等

首都高速 橋梁の点検データ 1.5万 66項目
首都高管内における1事務所の管理範囲（約
60㎞）の過去5年間の損傷データ

JR東日本 橋梁の検査データ 6.5万 71項目 東京23区内の橋梁の点検データ

NTT
マンホールの点検
データ

4.5万 63項目 東日本エリアのマンホールの点検データ

＜プレスタディの進め方＞
 使用する分析ツールは、DATAFRONT（日立製作所）として、日立製作所が実施する。
 年度内に各企業のご意見等を踏まえたプレスタディを複数回実施し、連携講座において、出力結

果の内容・考察等についての議論を行う。
 次年度以降の詳細分析にあたり、傾向や感触を概略に把握し、各企業の分析のターゲットを絞る。
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４．現場データの活用に関するプレスタディ（2/4）
～データマイニングの実施手順～

 データマイニングによる関連性分析を実施することにより、一般的な統計分析とは異なる新たな
知識(規則性、理由、関係性）の抽出を目指す。

 データマイニングの実施経験を積むことで、分析にあたっての留意点や課題を明らかにする。
 データの質により、分析実施前の事前準備に相当な時間を要する
 目標設定、ケース分類等により、分析に要する費用は大きく変動する

手 順 内 容（具体例） 所要時間

①分析目標の設定
・橋梁の損傷評価毎（3ｹｰｽ）の影響要因が知りたい（首都高速）
・橋梁の損傷評価毎（4ｹｰｽ）の影響要因が知りたい（JR東日本）
・マンホール上蓋の不良あり・なしの原因（規則性）が知りたい（NTT）

事前準備
▽

10～20時間/1
企業

②パラメータ情報の抽
出

DBの登録項目、位置、建設年度、環境情報
(対象地域・期間の降水量、気温等）

③データ加工処理方
法の整理

損傷評価は、ランクをそのまま使用
(損傷評価ランクには、ノウハウが含まれている)

④加工処理プログラム
作成及び実行

加工処理プログラムを作成し、加工処理を実行して分析に必要なデー
タを作成

⑤分析の実施

加工処理プログラムが出力した加工済みデータを入力として分析プロ
グラムを実行する
相関の高い項目は、おそらくマニュアル等の損傷評価基準に含まれて
いる可能性があるが、いくつかは、ノウハウのようなものも含まれてい
る可能性がある

実運用
▽

～1時間
/1ｹｰｽ

⑥考察 分析結果について、企業の状況を加味した考察を実施

表：データマイニング分析手順
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 データマイニングを実施する際には、幅広いデータから段階的に対象データを絞り込んで分析を進
めることが有効

 個々のデータマイニングの実施にあたっては、各企業の仮説や着目点を踏まえ分析目的を絞り込
み、下記の分析に要する工数等に留意して実施することが重要

① 分析の視点により対象を絞る（データを分割する）、データを加工・処理する
② 絞られた対象の中で、if-thenルールの目的（分析ケース）を決める
③ マイニングにより出力ルールを期待する情報を抽出及び加工処理する

時間 場所 部位 損傷 環境 オペレーション その他

経過年数別の傾向比較 経過年数 1 10年未満 路線名（首） 部位情報 損傷評価 降雨量 大型車交通量（首）

2 20年以下 地域名（N） 損傷種類 気温
3 30年以下 交差条件（首） 日照時間
4 31年以上

補修履歴の有無の比較 補修有無 1 補修有 経過年数 路線名（首） 部位情報 損傷評価 降雨量 大型車交通量（首）
2 補修無 地域名（N） 損傷種類 気温/日照時間

部位別の傾向比較 部位 1 主桁 経過年数 路線名（首） 損傷評価 降雨量 大型車交通量（首）
2 横げた 地域名（N） 損傷種類 気温
3 床版 交差条件（首） 日照時間
4 ・・・

損傷位置別の傾向比較 損傷位置 1 端部 経過年数 路線名（首） 損傷評価 降雨量 大型車交通量（首）
2 端部以外 地域名（N） 損傷種類 気温
3 掛違部 交差条件（首） 日照時間
4 掛違部以外

損傷評価別の傾向比較 損傷評価 1 A 経過年数 路線名（首） 部位情報 損傷種類 降雨量 大型車交通量（首）
2 B 地域名（N） 気温
3 C 交差条件（首） 日照時間
4 S

損傷種類別（共通点検項目） 損傷種類 1 腐食 Mのみ 経過年数 路線名（首） 部位情報 損傷評価 降雨量 大型車交通量（首） 損傷数量（㎡）
2 亀裂 Mのみ 地域名（N） 気温 損傷数量（ｍｍ）
3 防食機能劣化 Mのみ 交差条件（首） 日照時間 損傷数量（㎡）
4 ひび割れ Coのみ 損傷数量ｍｍ、㎝）
5 剥離・鉄筋露出 Coのみ 損傷数量（㎡）

降雨量別の傾向比較 降雨量 1 多い 経過年数 路線名（首） 部位情報 損傷評価 気温 大型車交通量（首）
2 中 地域名（N） 損傷種類 日照時間
3 少ない 交差条件（首）

パラメータ情報
目的 分析ケース 注着目点

表：今後想定される分析ケース（案）
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４．現場データの活用に関するプレスタディ（4/4）
～プレスタディにおける考察＜分析結果より＞（2/2）～
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 分析の項目は、大きく「時間」、「場所」及び「構造」に分類することが出来るため、分析の目的を絞
ることにより、不要な項目を削除できるため目的に沿った結果が得られやすい

 関連性を期待する項目や加工した項目を追加して分析することが有効であることから、他企業の
分析結果等を参考に、分析に有効と思われる項目を見出すことが必要

階 層 主な考察 キーワード

現場層

 経過年数が一番古いグループの構造物の劣化が一番激しいわけではな
いことから、何らかの要因（点検時の着目点等）の抽出の可能性が見込め
る（首都高速）

 構造諸元や設置環境により、損傷の傾向が異なっていることから、構造上
の弱点等の抽出が見込める（NTT）

 設置地域による傾向が出ていることから、環境情報を追加して分析してく
ことが有効（NTT）

 点検着目点
 弱点

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ層

 環境情報やオペレーション情報と損傷評価の関係が結果として抽出されて
いることから、構造物の劣化に影響を及ぼす外延要因抽出の可能性が見
込める（首都高速）

 経過年数が大きいと損傷ランクが悪くなる傾向が出ていることから、時間
的な劣化要因の傾向把握（劣化予測につながる）の可能性が見込める
（JR東日本）

 健全なデータとの比較が有効（JR東日本・NTT）

 外延要因
 劣化予測

経営層

 施設健全度の把握が必要（具体的に点検結果を健全度評価への反映が
難しい）（首都高速）

 健全度がランクで決まるので、損傷が進む部位、要因が特定できれば健
全度評価指標の可能性が見込める（JR東日本）

 健全度評価

表：企業毎の分析結果に対する主な考察
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５．平成24年～25年度研究計画（案）（1/4）
～研究テーマの設定の考え方～

仮説⑤：構造物の劣化特性を踏まえた計測方法を検
討し、点検方法の合理化を行う

仮説⑥：過去の損傷傾向等の知見を反映した点検業
務全般の効率化提案を行う

マネジメント層：損傷や補修の判断を支援（暗黙知活用）

仮説④：熟達者の暗黙知を可視化し、損傷や補修の
判断を支援する関連情報を与える

仮説③：点検データやセンシング情報等を総合的に
分析し、技術的判断の参考情報とする

経営層：経営・マネジメントへの活用（経営指標）

仮説②：センシング情報等を分析・加工して、経営・マ
ネジメント・現場の管理指標に利用する

仮説①：インフラの管理水準等に関する客観的かつ
共通的な指標を社会に情報提供する

仮説⑧：災害等の非常・緊急時において、現地情報を
迅速に収集し適切な対応を支援する

共通：ｾﾝｼﾝｸﾞ情報等を活用した非常・緊急時への対応

【構造物の劣化特性を踏まえた計測方法の改善＜ｷｰﾜｰﾄﾞ：弱点＞】
弱点の特性に合わせた計測方法（センサの種類・設置箇所等）を検討
し、センサ等の活用による安全の確保及び点検作業の軽減（目視⇒
センサ等へ補完・代替）する。

【点検周期・運用ﾙｰﾙの 適化＜ｷｰﾜｰﾄﾞ：点検の着目点・弱点＞ 】
構造物の特性や、過去の損傷傾向等の知見を反映した、点検業務全
般効率化（構造物の状態に応じた点検間隔の見直しによる現場日数
等の短縮、目視⇒センサ等へ補完・代替）する

【技術的判断を支援する情報の提供方法＜ｷｰﾜｰﾄﾞ：劣化予測＞】
点検データとセンシング情報等を併せて分析することにより、構造物
の劣化に影響を及ぼす（外延）要因を明らかにし、技術的判断におけ
る熟達者の知見を、外延要因を含めて可視化できる環境を整備する。

【健全度評価の作成とバランス・スコアカードの運用＜ｷｰﾜｰﾄﾞ：健全
度評価＞】
点検データを経営層・マネジメント層・現場層をつなげる管理指標とし
て利用するため、点検データを経営的視点から分析することにより、
構造物単位の健全性を評価する指標を新たに設定する

【緊急時への応用方法の検討＜ｷｰﾜｰﾄﾞ：データ流通＞】

各企業が保有している環境情報を企業間を超えて活用することで、災
害・地震等の非常時において、インフラの管理・運用に関する迅速か
つ適切な判断を支援する

仮説⑦：位置情報を活用した端末等により、現場点検
員の作業支援を行う

現場層：現場作業を支援（業務効率化）

【情報端末による現場点検員の作業支援＜ｷｰﾜｰﾄﾞ：点検着目点＞ 】
高精度の位置センサを点検員に携行させ、位置情報を活用した作業
の自動化、案内機能を実現する
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＜平成24年～25年度研究計画（案）＞

平成25年度研究（選択）平成24年度研究：H25成果を想
定した点検関連データの分析

５．平成24年～25年度研究計画（案）（2/4）
～平成24年～25年度研究計画（案）の構成～

2.劣化発生時期に着目し
た構造物の弱点の抽出

3.劣化に影響を与える外
延要因の抽出

1.複数の視点からの点検
着目点の抽出

＜研究テーマ＞

2.構造物特性を踏まえた点
検実施方法の合理化

1.点検員の現場作業の効
率化

3.個別点検実施判断等技
術的判断の支援

37

2.点検周期・運用ルールの
適化

3.構造物の劣化特性を踏ま
えた計測方法の改善

1.情報端末による現場点検
員の作業支援

4.技術的判断を支援する情
報の提供方法

 研究計画（案）は、点検業務の将来像をベースに、当面２年間で実現性の高い研究内容を作成し、
企業ヒアリングをもとに、企業の希望にあった研究テーマを提示

 点検データの活用が将来像の実現に重要な意味を持つため、平成24年度の研究で平成25年度の
研究成果を想定したデータ分析を行い、その結果を平成25年度に展開する手順を想定
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５．平成24年～25年度研究計画（案）（3/4）
～平成24年度研究計画（案）～
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研究
テーマ

1.点検員の現場作業の効率化
2.構造物特性を踏まえた
点検実施方法の合理化

3.個別点検実施判断等
技術的判断の支援

H24研究
テーマ

複数の視点からの点検着目点の抽出

※ 点検着目点を「重要な損傷が発生し
やすい部位や種類等の見方」と定義

劣化発生時期に着目した構造物の弱点
の抽出
※ 構造物の弱点を「一番損傷が出やす
い箇所」「重要損傷の予兆の損傷」と定義

劣化に影響を与える外延要因の抽出

※ 外延要因を「構造物の劣化に影響を
及ぼす外部からの影響要因」と定義

目的
・重要な損傷が発生しやすい部位、損傷
種類等の傾向を把握し、現場での作業の
改善提案を行う

・各構造物の弱点を見出すことで特性に
合わせた計測方法を検討し、点検方法の
改善提案を行う

・構造物の劣化に影響を及ぼす外延要
因を抽出し、技術的な判断の際に役立て
る仕組みを提案する

対象
・各企業が提供可能なデータの対象構造
物の定期点検を対象
・共通点検項目を中心に検討

・企業が点検合理化の対象とする構造物
・経年変化を軸に、構造物の特性（種別、
位置、部位、損傷種別等）を中心に検討

・各企業が提供可能なデータの対象構造
物の定期点検を対象
・入手可能な公開データを利用

平成24年
度の成果

目標

・点検着目点（重要な損傷が発生しやす
い部位、種類等）の抽出
・点検着目点に関する知見の整理

・構造物の弱点の抽出
・センサ等による適切な計測方法の仮説
提案

・劣化に影響を及ぼす外延要因の抽出と
代表的事例の整理
・外延要因の表示・利用方法の検討

分
析
手
順

データ
マイニ
ング

による
分析

①対象構造物の絞込み：企業の要請に
より検討対象構造物を設定
②分析目的（目的変数）設定：部位、位置、
種類等、現場点検員の視点で網羅的に
分析目的を設定
③出力ルール抽出：目的変数に応じて、
他の情報をパラメータとする

①対象構造物の絞込み：橋梁（鋼橋）上
部工、マンホールを先行して実施
②分析目的（目的変数）設定：経過年数
別に損傷の発生傾向を検討
③出力ルール抽出：経年別の損傷傾向
（部位、種類等）を抽出、必要に応じ外部
情報もパラメータに追加

①対象構造物の絞込み：企業の要請に
より検討対象構造物を設定
②分析目的（目的関数）設定：外延要因
の影響を受けやすいと思われる部位、損
傷種類を設定
③出力ルール抽出：「6-2」の網羅的な検
討に外延要因をパラメータとして追加

分析
結果の
検証

①統計的：発生確率等の比較
②経験的：熟達者の経験との比較
③工学的：工学的な解釈との整合

①統計的：発生確率等の比較
②経験的：熟達者の経験との比較
③工学的：工学的な解釈との整合

①統計的：発生確率等の比較
②経験的：熟達者の経験との比較

活用策
の検討

①現場の点検作業の実態調査
②点検着目点と関連する知見の整理

①企業でのセンサ活用等の事例調査
②弱点の計測方法及び得失の検討

①判断に使用している情報・事例の調査
②外延要因の利用方法の整理
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５．平成24年～25年度研究計画（案）（4/4）
～平成25年度研究計画（案）～

39
(※1)外部情報：企業以外から入手可能な公開データ
(※2)センサ情報等：センシング、モニタリング、常時監視、センサ等から収集する様々な情報

研究
テーマ

1.点検員の現場作業の効率化
2.構造物特性を踏まえた
点検実施方法の合理化

3.個別点検実施判断等
技術的判断の支援

平成24年
度研究成
果の活用

複数の視点からの点検着目点の抽出

劣化発生時期に着目した構造物の弱点の抽出

劣化に影響を与える外延要因の抽出

H25研究
テーマ

情報端末による現場点検員の
作業支援

点検周期・運用ルールの 適
化

構造物の劣化特性を踏まえた
計測方法の改善

技術的判断を支援する情報の
提供方法

目的
・位置センサを点検員に携行さ
せ、位置情報を活用した作業
の自動化、ガイド機能を実現

・構造物の特性や過去の損傷
傾向を踏まえて点検業務全般
の効率化を推進

・構造物の弱点に合わせた計
測方法の採用により、安全を
確保しつつ点検作業を軽減

・技術的判断における熟達者
の知見を、外部情報(※1)を含め
て可視化できる環境を整備

対象
・定期点検の現場の点検作業
・GPSが利用しにくい地下空間、
閉塞空間の現場作業

・各企業が選択する対象構造
物の定期点検の運用方法・
ルール

・橋梁における定期点検業務
・機器を利用した定期及び個
別点検業務

・各企業が選択する対象構造
物の個別点検実施判断
・入手可能なセンサ情報等(※2）

平成25年
度の成果

目標

・位置認識技術を活用した点
検端末のプロトタイプの実証
1.点検記録の一部自動化
2.要注意箇所の注意喚起

・点検業務・運用ルールの改
訂方針（案）の提示
1.現場点検作業等の運用改善
2.点検マニュアル等のルール

・センサ等の機器活用による計
測方法改善方針（案）の提示
1.センサ等による計測方法
2.機器を活用した点検方法

・技術判断支援情報提供ツー
ルのプロトタイプの実証
1.外延要因等の抽出、可視化
2.判断支援情報の表示方法

分
析
手
順

実証
計画

・現在の点検作業の分析
・改善ポイント（想定）の抽出

・点検業務量・コスト等の分析
・改善ポイントの抽出（仮説）

・センサ等活用業務の抽出
・活用可能な機器の評価・選定

・外部情報入手,利用方法検討
・判断支援情報の抽出

現場
実証

・点検現場での端末の試用
・実際の点検業務のログ収集

・改訂方針（素案）の作成
・統計的根拠の検討

・改善効果及びコストの試算
・プロトタイプの試行設置運用

・判断業務でのツールの試用
・情報連携機能の確認

分析
改善

・端末の評価（ﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨ等）
・業務ログの分析,改善点抽出

・改善効果のシミュレーション
・改訂方針（素案）のリバイス

・プロトタイプの評価
・実運用に係るコストの分析

・ツールの評価（ﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨ等）
・情報連携機能の企画提案

留意事項 別途ｼｽﾃﾑ開発費用が必要 別途ｾﾝｻ設置費用が必要 別途ｼｽﾃﾑ開発費用が必要

イメージ （別添１） （別添２）
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PDA等を使って
点検を実施

11 22

33
点検時の点検時の

位置、向き、
環境情報を
収集できる
⇒⼊⼒項⽬の

削減

点検した経路
点検に要した時間

がわかる
⇒合理的な点検計画

策定へ

径間：A1P1
種別：Hi
位置：1G1g2
部位：主版
2006/08/23

径間：A1P1
種別：Hi
位置：1G1g2
部位：主版
2009/10/12

径間：A1P1
種別：Hi
位置：1G1g2
部位：主版
2010/02/11

終了キャンセル

過去の点検結果
（損傷情報）を
反映する

⇒作業の効率化

点検の実施 移動履歴の⾃動認識と収集

点検結果の記録 分析/業務最適化

b
a

e
d g

c f

最適な点検経路

データマイニング

最適な点検経路
の設計

⇒点検着⽬点を
データマイニング

で抽出

業務
オペレーション

の分析

40

出典：平成23年度次世代高信頼・省エネ型IT基盤技術開発事業資料をもとに作成

（別添１）現場点検・⼊⼒⽀援システム概要（1/2）
⾼い精度の位置⾃動認識ができると何ができるか？
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点検管理システムが必要とする項⽬が、
４４項⽬もある

①ＧＰＳなどで⾃動的に取得される項⽬

②スマートフォン上で⼊⼒可能な項⽬

③内業（点検管理システム）で⼊⼒する項⽬

＋点検現場で

オフィス（システム登録作業）で
「写真・データ整理」、「データ・⼊⼒更新」
を⾏っている。

従来では

記録 写真

１０項⽬（システムに⼊⼒操作が不要となる）

１２項⽬（内業で再度登録が不要となる）

２２項⽬（従来に⽐べ、⼊⼒項⽬半分減）

道路区分 本線橋

橋梁名 ○△橋

上下線区分 下り線

径間 A1P1

損傷種別 Hi

損傷部位 主版
損傷位置 1G1G2
損傷評価 A１

終了キャンセル

キロポスト： 35.8KP
路線名：○○⾃動⾞道

管理所名：△△管理事務所

スマートフォン上で⾃動的に情報を取得し、現場でいくつかの情報を⼊⼒することで、
⼊⼒項⽬半数のデータは点検管理システムに反映され、内業を⼤幅に減らす事が可能。

現場でPDA等情報端末を利⽤すると

41

出典：平成23年度次世代高信頼・省エネ型IT基盤技術開発事業資料をもとに作成

（別添１）現場点検・⼊⼒⽀援システム概要（2/2）
現地点検及び写真・データ整理作業に対する効果について
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終了 設定撮影

道路区分 本線橋

橋梁名 ○△橋

上下線区分 下り線

径間 A1P1

損傷種別 Hi

損傷部位 主版

損傷位置 1G1G2

損傷評価 A１

終了キャンセル

キロポスト： 35.8KP
路線名：○○⾃動⾞道

管理所名：△△管理事務所

現場で写真を撮影すると、ＧＰＳから位置
情報が取得され、路線名やキロポストなど
必要な情報が自動入力される

ＧＰＳ

位置情報から
自動で入力

点検結果の記録作業に⼿間がかかる
写真整理に⼿間がかかる

現状の課題 本研究による解決策

42

径間：A1P1
種別：Hi
位置：1G1g2
部位：主版

径間：A1P1
種別：Hi
位置：1G1g2
部位：主版

径間：A1P1
種別：Hi
位置：1G1g2
部位：主版

終了キャンセル

位置情報からマイニン
グで抽出した近傍の点

検着目点を表示

損傷状況な
どはPDA上

で入力

位置認識⽤センサ
・点検作業時の歩⾏パタン
・点検者の位置情報
・点検者の向き（姿勢）
・加速度、地磁気、⾓速度、
歩数、歩幅、気圧、温度

位置認識⽤センサ
・点検作業時の歩⾏パタン
・点検者の位置情報
・点検者の向き（姿勢）
・加速度、地磁気、⾓速度、
歩数、歩幅、気圧、温度

出典：平成23年度次世代高信頼・省エネ型IT基盤技術開発事業資料をもとに作成

（別添1）機能例：ｽﾏｰﾄﾌｫﾝによる場所ﾃﾞｰﾀ等の⼊⼒の⾃動化機能
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（別添１）技術紹介
位置認識技術：推測航法の具体的事例（東⼤で実施した事例）

 センサのプロトタイプを製作
 センサを腰に装着して歩き、位置認識を⾏った結果

実際に通⾏したルート
測位推定結果

街中での推測航法による位置認識結果の例
43

携帯型端末
（スマートフォン等）

携帯型端末
（スマートフォン等）

位置認識⽤センサ
以下のデータがとれる。
・点検作業時の歩⾏パタン
・点検者の位置情報
・点検者の向き（姿勢）
・加速度、地磁気、⾓速度、
歩数、歩幅、気圧、温度

位置認識⽤センサ
以下のデータがとれる。
・点検作業時の歩⾏パタン
・点検者の位置情報
・点検者の向き（姿勢）
・加速度、地磁気、⾓速度、
歩数、歩幅、気圧、温度

無線でつながる
（Bluetooth）

推測航法、自律航法、デッドレコニング

出典：平成23年度次世代高信頼・省エネ型IT基盤技術開発事業資料をもとに作成
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（別添２）ﾃﾞｰﾀの連携解析による判断支援機能と検索システムの構築

44

条件を変えながら、類似の問題がありそ
うな画像を絞り込む。

検索された事例を時間軸に沿って可視化。

0歳 ５歳 10歳 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳

2

3 4 地域的な分布を表示し、特定の地域への集中を確認。

情報大航海プロジェクトの類似画像検索エンジン「ImageCruiser」。
画像の特徴量に基づき、似たもの同士を近くに表示することで直感
的な理解・気づきを促す。

ユーザが注目している事例の画像を中
心として、類似する画像を探した。

1

出典：北海道大学長谷山教授資料をもとに作成
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（別添２）構造物損傷評価支援基盤研究

45

出典：平成23年度次世代高信頼・省エネ型IT基盤技術開発事業資料をもとに作成
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（別添２）地質情報（土木研究所）

出典：土木研究所ＨＰ

46
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（別添２）道路行政におけるＧＩＳのイメージ

47

出典：国総研資料



実践研究（研究ＰＦ活動、情報発信活動）

インフラ・イノベーション研究会の運営
動的Webサイトの構築・運営

第６回講演会：現場作業の支援(1)～作業・技術支援～

第７回講演会：現場作業の支援(2)～センサー活用～

第８回講演会：情報の有効活用(1)～蓄積・流通～

第９回講演会：情報の有効活用(2)～分析・加工～

第１０回講演会：点検体制の充実、人材育成

動的Webサイトのコンテンツ

48
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第６回講演会：現場作業の支援(1)～作業・技術支援～

49

題目：現場の作業・技術支援

概要：点検・維持管理等現場業務の作業・技術支援を目指し、各パネリストより「ユーザ中心
のシステム設計」、「行動観察による現場の安全性・生産性の向上」について講演があり、現
場作業の効率化・安全性の向上における 新のＩＴ機器や行動観察手法の活用の可能性に
ついてパネルディスカッションを行った。

日時：平成23年6月16日（木）10:00～12:00
場所：文京シビックセンター３階会議室１
パネリスト：

電気通信大学大学院情報システム学研究科

准教授 橋山 智訓
大阪ガス行動観察研究所

所長 松波 晴人
コーディネータ：

東京大学大学院情報学環
特任教授 石川 雄章

プログラム：
10:00～11:35 パネル発表
11:35～12:00 パネルディスカッション
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第７回講演会：現場作業の支援(2)～センサー活用～

50

題目：センサーを活用した現場作業の支援

概要：高密度センサネットワークの維持管理システムへの活用や農業分野における活用の
取り組みである「露地・施設栽培におけるセンサーの利活用」、「超高密度センサを活用した
リアルタイム地震防災システム”SUPREME”」についてのご講演を頂いた後、インフラの維
持管理におけるセンサーの有効活用や新たなビジネスへの展開の可能性について議論した。

日時：平成23年8月25日（木）15:00～17:00
場所：東京大学山上会館大会議室
パネリスト：

三重大学大学院生物資源学研究科
教授 亀岡 孝治

東京ガス防災・供給グループ防災チーム
リーダー 猪股 渉

コーディネータ：
東京大学大学院情報学環

特任教授 石川 雄章
プログラム：

15:00～16:35 パネル発表
16:35～17:00 パネルディスカッション
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第８回講演会：情報の有効活用(1)～蓄積・流通～

51

題目：有効活用に向けた情報の蓄積と流通
概要：ＩＣＴシステムを構築運用している医療分野の事例やデータ統合化技術の動向に関し
て、「情報流通を支えるデータ統合技術の国内外 新技術の動向」「社会基盤としての地域
医療連携システム『あじさいネット』について」のご講演を頂き、社会インフラ施設の維持管理
に関する情報の蓄積、流通、利活用について議論した。

日時：平成23年10月20日（木）10:00～12:00
場所：東京大学中島董一郎記念ホール
パネリスト：

Talend株式会社
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 正金 秀規

長崎地域医療連携ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ協議会
(市立大村市民病院医療情報企画部長）

理事 柴田 真吾
コーディネータ：

東京大学大学院情報学環
特任教授 石川 雄章

プログラム：
10:00～11:35 パネル発表
11:35～12:00 パネルディスカッション
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第９回講演会：情報の有効活用(2)～分析・加工～

52

日時：平成23年12月15日（木）15:00～17:00
場所：東京大学中島董一郎記念ホール
パネリスト：

北海道大学大学院情報科学研究科
教授 長谷山 美紀

鹿島建設㈱羽田再拡張D滑走路維持管理工事事務所

課長 鹿毛 量
コーディネータ：

東京大学大学院情報学環
特任教授 石川 雄章

プログラム：
15:00～16:35 パネル発表
16:35～17:00 パネルディスカッション

題目：有効活用に向けた情報の分析と加工

概要：点検システムを導入・運用している事例や点検画像に応用可能な画像解析技術として
「膨大なデータからの価値創造～画像・映像処理技術の 先端～」「東京国際空港Ｄ滑走路
における維持管理業務とＩＴシステムについて」のご講演後、点検業務の効率化に必要な技
術や手法、メリットと課題、今後の情報の有効活用の方策について議論した。
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日時：平成24年2月16日（木）15:30～17:30
場所：東京大学工学部２号館９２教室
パネリスト：

長崎大学工学部構造工学科
教授 松田 浩

横浜市消防局総務部企画課
消防士長 藤田 豊

コーディネータ：
東京大学大学院情報学環

特任教授 石川 雄章
プログラム：

15:30～17:05 パネル発表
17:05～17:30 パネルディスカッション

第１０回講演会：点検体制の充実、人材育成

53

題目：点検体制の充実、人材育成
概要：地域住民等と連携して道路維持管理を行う新たな取り組み事例や職員の人材育成等

にeラーニングシステムを導入している取り組みとして「観光ナガサキを支える“道守”
養成ユニット」「消防本部へのMoodle導入事例」のご講演後、点検体制の充実や人材
育成のあり方、ＩＣＴ活用のための秘訣などについて、会場を含めて議論した。
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動的Webサイトのコンテンツ

54

YouTube
・気仙沼港から住宅地へ向かう映像
・気仙沼市の様⼦
・宮城県気仙沼市東浜街道
・若⼿三者対談ビデオ

Facebook
公式ファンページ

・コミュニティ
・プロジェクト⽀援

Webサイト
・Top
・社会連携講座
・講座活動
・ｲﾝﾌﾗ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究会
・研究会活動
・English
・コラム

被災地に⽴つ
寡黙な被災地
シールドトンネル⾼速施⼯

・Link（共同研究）
北海道⼤学
電気通信⼤学
岐⾩⼤学
九州⼤学
⻑崎⼤学

Twitter
・進捗報告
・講演中継

橋⼭⽒講演
⻲岡⽒講演
正⾦⽒講演
⻑⾕⼭⽒講演
⿅⽑⽒講演

ブログ
・シンポジウム

設⽴記念シンポジウム
年次シンポジウム
TRONSHOW

・プレゼンテーション
協⼒機関プレゼンテーション
企業プレゼンテーション

・レポート
平成21年度年間活動レポート
平成22年度年間活動レポート

・計画
平成21年度活動計画
平成22年度活動計画
平成23年度活動計画

・インフラ・イノベーション研究会
第1回講演会
第2回講演会
第3回講演会
第4回講演会
第5回講演会
第6回講演会
第7回講演会
第8回講演会
第9回講演会
第10回講演会(掲載予定）

・関連研究
平成20年度新道路技術会議研究報告書
平成21年度新道路技術会議研究報告書
平成22年度新道路技術会議研究報告書



（参考資料：２）
社会連携講座活動への

参画方法

55
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社会連携講座活動への参画形態(1/3)

56

参画形態 概要 費用

①社会連携講
座設置企業

・社会連携講座等設置契約書を締結した企業（確定）
・首都高速道路、東京地下鉄、東日本旅客鉄道、日立製作所
・運営会議の正式メンバーであり、社会連携講座活動の全てに参加できる。

500
万円/年

②研究協力機
関（注）

・社会連携講座共同研究契約と同等の契約を締結した団体・企業等
・日本電信電話、アビームコンサルティング

・社会連携講座運営要項第７条に定める研究協力機関として位置づけ、原
則として運営会議に出席できる。社会連携講座活動の全てに参加できる。

500
万円/年

③個別研究契
約団体

・社会連携講座の研究領域において、社会連携講座共同研究契約とは別
の内容で個別テーマの共同研究契約・委託契約等を締結した企業・団体等
・東京都道路整備保全公社、東日本高速道路株式会社

・社会連携講座担当教員等と関連研究を実施するとともに、講演会等、交
流会に出席できる。

個別

④研究会参加
団体等

・インフラ・インベーション研究会の目的・活動等に賛同し、別途定める研究
会規約等に基づき、研究協力、寄附金など所要の参加条件を満たした企
業・団体・個人等。講演会等、交流会に出席できる。
・鹿島建設、パスコ、建設技術研究所、大成建設、防災ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

規約に
よる

 社会連携講座活動に参画するには、以下の４種類の形態がある。
①社会連携講座設置企業 ＝ 社会連携講座等設置契約の締結（確定済み）
②研究協力機関＝ 社会連携講座共同研究契約と同等の契約の締結
③個別研究契約団体 ＝ 個別テーマの共同研究契約・委託契約等の締結
④研究会参加団体等 ＝ インフラ・イノベーション研究会への協力・参加

＜表：社会連携講座への参画形態＞

（注）上記のほか、研究協力機関（費用負担なし）として、総務省、経済産業省、国土交通省、土木研究所、東京都が協力
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社会連携講座活動への参画形態(2/3)

57

＜図：社会連携講座活動への参画形態による参加範囲＞

①社会連携講座設置企業

④研究会参加団体等

関連研究（注）

運営会議

講座研究

講演会等 交流会

研究会運営

情報発信
③個別研究契約団体

②研究協力機関

（注）関連研究に対する社会連携講座設置企業及び研究協力機関の参加方法は、関連研究に関する契約内容による

 社会連携講座活動への参画形態によって、講座活動への参加範囲が異なる。
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活動項目 成果品 活動概要 ① ② ③ ④

運営会議 運営会議報告
運営要項に基づき、講座活動及び共同研究の実施に関す
る審議を行う

◎ ○ × ×

研究活動

講座研究 講座研究報告書
「点検・維持管理等現場業務の効率化」を研究テーマとし
て、社会連携講座共同研究契約に基づいて実施

○ ○ × ×

関連研究 関連研究レポート
社会連携講座の研究テーマに関連する研究について、共
同研究契約の締結など外部資金の活用等により実施

△ △ ○ ×

研究ＰＦ（プラットフォーム）活動

研究会運営
研究プラットフォー
ム運営レポート

「インフラ・イノベーション」研究会の運営を行うとともに、
「実践的な研究プラットフォームの運営方法」を研究

○ ○ × ×

講演会等 講演会等報告
社会連携講座の研究テーマに関連する取り組みや 新動
向等についてのシンポジューム・講演会等を定期的に開催

○ ○ ○ ○

交流会 新規企画等
講座研究・関連研究等を題材に、研究会参加企業・団体等
により、新規プロジェクトの可能性等について意見交換

○ ○ △ △

情報発信活動

社会連携講
座Web運営

Webサイト運営報告
関係者の情報交換、情報共有及び対外的な情報発信のた
めのWebサイトを運営する

○ ○ × ×

年間活動レ
ポート発行

年間活動レポート
運営会議、シンポジューム・講演会、ＷＥＢサイト運営等を
とりまとめてレポートを発行する

○ ○ × ×

＜表：社会連携講座活動への参画形態による参加範囲＞

凡例：①：社会連携講座設置企業、②：研究協力機関、③：個別研究契約団体、④：研究会参加団体等


