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NEDO インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト 

プロジェクトの概要と最終年度のプロジェクト運営方針 

 

安川裕介*（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）） 

 

NEDO Robot and Sensor System Development Project for Infrastructure Maintenance and Disaster Survey: 

Outline of the project and project management policy for the final year 

Yusuke Yasukawa* (New Energy and Industrial Technology Development Organization) 

 

In this paper, we are conducting a project undertaken by the New Energy and Industrial Technology 

Development Organization (NEDO) “Robot and Sensor System Development Project for Infrastructure 

Maintenance and Disaster Survey”.  The background and purpose and the contents of development of this fiscal 

year and plan for the future will be reported. 
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1. はじめに 

本稿では，国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構（NEDO）(1) において実施中のプロジェクト「イ

ンフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロ

ジェクト」（以下，本プロジェクト）(2)について，背景・目的

と今年度の開発内容・今後の計画を報告する。 

2. プロジェクトの背景 

我が国で高度成長期以降に整備された橋梁やトンネル、

化学プラント等の社会インフラは，現在，加速度的に老朽化

が進んでおり，例えば，建設年度が分かっている橋長 2m 以

上の 40 万橋については，建設後 50 年を経過したものの比

率が 2033 年には 67％に達するとされている。これは，石

油精製プラント，化学プラント，鉄鋼所などの産業インフラ

においても同様である。これらのインフラについて，適切な

維持管理が行われないと，インフラの崩壊や機能不全が発

生し，人命や社会に影響を及ぼすことが危惧される。実際，

インフラの老朽化は，2012 年の笹子トンネル事故のような

重大な事故リスクの顕在化や，維持管理費の急激な高まり

を引き起こしている。 

厳しい財政状況や熟練技術者の減少という状況の中で，

事故を未然に防ぎ，予防

保全によるインフラのラ

イフサイクルコストの低

減化を実現するために

は，新しい技術を活用し

システム化されたインフ

ラマネジメントが必須で

ある。インフラ維持管理

に関わるニーズと技術開

発のシーズとのマッチン

グにより，新しい技術を

現場で使える形で展開す

ることと，それによって，

予防保全に基づく維持管

理水準の向上と，その低
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コストでの実現が急務である。 

また，我が国は自然災害大国であり，火山の噴火や土砂崩

落などの自然災害や，可燃性ガスが心配されるトンネル災

害の発生時にインフラの被害等の状況を適確に把握し，こ

れらへの対処計画を立てることも，国民の生活や我が国の

社会資本の維持のために強く求められている。 

3. プロジェクトの全体像 

NEDO では，この社会ニーズに応えるシステムを開発す

るため 2014 年度から本プロジェクトを実施している（図

1）。本プロジェクトの目的は，既存インフラの状態に応じて

効果的かつ効率的な維持管理・更新等を図るため，的確にイ

ンフラの状態を把握できるモニタリングシステムの技術開

発および維持管理を行うロボット・非破壊検査装置の技術

開発を行い，インフラの維持管理・更新等における財政問題

および人材・技術不足の解決に寄与することにある。 

本プロジェクトは，各種センシング技術やロボットを用

いた社会インフラ構造物の維持管理・更新技術を開発する

ものであるが，単なる技術開発ではなく，社会課題に具体的

に対応できるシステムを開発することを大方針としてい

る。すなわち，現場で役に立つシステムを作り上げることこ

そが最終目的であり，新規性よりは有用性を優先して実用

システムを目指して開発する思想としている。 

 本プロジェクトでは，これらの目的を達成するために，

3 通りのアプローチとして，以下の①から③の研究開発項目

を設定して開始した（図１参照）。実施年度は 2014 年度か

ら 2017 年度までの 4 年間，あるいはテーマにより 2018 年

度までの 5 年間である。 

なお，本プロジェクトでは，プロジェクトマネージャ(PM)

に NEDOの安川が就任し，プロジェクトの進行全体の企画・

管理や，そのプロジェクトに求められる技術的および政策

的効果を最大化させる役を担う。また，各実施者の研究開発

能力を最大限に活用し，効率的かつ効果的に研究開発を推

進する観点から，研究開発責任者（プロジェクトリーダ

(PL)）を芝浦工業大学の油田信一教授に，サブプロジェクト

リーダ (SPL)を東京大学の下山勲教授に依頼している。さ

らに，有識者により構成する技術委員会を組織し，多様な角

度からのアドバイスを受けつつ実用的システムを開発する

体制としている。 

以下，研究開発項目①から③の概要を示す。 

 

研究開発項目① インフラ状態モニタリング用センサシ

ステム開発  インフラ構造物およびその構成部材の状態

を常時・継続的・網羅的に把握するための，主として MEMS

技術に基づくセンサシステム開発およびそのセンサシステ

ムを用いたセンサネットワークシステムの構築と実証実験

を行う。（2014 年度～2018 年度） 

 

研究開発項目② イメージング技術を用いたインフラ状

態モニタリングシステム開発  画像処理技術を応用した

インフラ診断システムとして，2 課題の開発を行う。（2014

年度～2018 年度） 

 

研究開発項目③ インフラ維持管理用ロボット技術・非

破壊検査装置開発  インフラ構造物の中で，人間の立入

りが困難な箇所へアクセスし，インフラの維持管理に必要

な情報を取得できるロボット，災害時に危険区域において

対処に必要な情報収集を行うシステム，およびロボットに

搭載可能な，小型の非破壊検査装置の開発と実証実験を行

う。 

ロボット分野の事業期間は 2014 年度～2017 年度であり

昨年度に終了した。非破壊検査分野は 2014 年度～2018 年

度である。 

4. 研究開発方針 

本プロジェクトの大方針は「社会課題に具体的に対応で

きるシステムを開発すること」であるが，これを実現するた

め，「システムを現場で使い，抽出した課題を改良し，実用

的技術を開発すること」と，「ユーザを巻き込みつつ，実使

用者による評価に基づいて開発すること」を重視すること
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とした。すなわち，図 2 に示すような 3 項目を運用上の方

針とし，現場に役に立つシステムを作り上げることを目指

した。 

(1) 開発計画を策定するにあたり、システムを実際に利用

するユーザ（施設管理者や点検コンサルタント）のニーズを

調査し、要望を反映する。想定する運用方法をベースとして

具体的な達成目標を設定することを求めている。 

(2) 現場で有用な実用技術を実現するため，開発に際し，

ユーザを開発体制に組み込む。 

(3)実用ロボットを着実に完成させるため，現場に早期投

入し，実用上の課題を早期抽出しつつ改良を重ねる。 

例えば，センサ開発分野においてはフィールドを用いた

実証開発・試験を行いつつ，研究開発の手段，方法，体制等

について柔軟に見直すことにより，実用性の高い技術の開

発を実施することを求めている。また，実施者は開発したデ

バイスやモニタリングシステムを実用化するメーカおよび

それらを受け取ることが期待できるユーザ機関を確保し，

本研究開発成果の有効性を検討しつつ，連携して研究開発

できる体制で実施することとしている。なお，ユーザ機関は

インフラを維持管理しており，実証実験のためのインフラ

の実環境を提供できる機関とした。 

5. 研究開発内容 

本プロジェクトの研究開発項目について詳細に説明する。

本プロジェクトで開発を予定している技術項目を図 3 に示

す。 

〈5･1〉「研究開発項目① インフラ状態モニタリング用セ

ンサシステム開発」の研究開発内容  研究開発項目①で

は，センサシステムによりインフラ構造物を継続的に観察

し，状態を把握する技術を開発している。MEMS 技術の開発

と利用により，広帯域の振動センサによるモニタリングシ

ステム等の従来にないシステムを開発することを目的とし

ている。インフラ構造物に容易に取り付けるために手のひ

らに乗るサイズと重量のセンサ端末を開発し，10 年間ノー

メンテナンスで取得情報を無線送信可能で，自己発電によ

り電源を賄う意欲的な目標を設定している。橋梁や道路付

帯設備など，様々なインフラ構造物の状態を継続的に計測

するシステムを対象に，5 コンソによる 11 技術を開発中で

ある 

(１)  研究開発の必要性  インフラの維持管理は，定期

的な目視点検が基本であるが，地方自治体では財政面や人

材面等の問題により十分行われていないのが実態である。

また，過去に経験のない程インフラの老朽化が進んでいる

ことから，定期点検間もインフラ構造物およびその構成部

材の状態を常時・継続的・網羅的に把握する必要性が高まっ

ている。さらに，災害時に構造物の変状を即時に把握するこ

とや目視点検で確認困難箇所の状態を把握することも必要

である。 

センサを活用したモニタリングシステムは，インフラの健

全度を的確に把握できる技術として期待されているが，現

状では試験的活用に留まっており，広く普及されていない。

この理由としては，センサに対して以下の技術面での問題
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点が挙げられる。 

・センシング性能が不十分なため，インフラ状態を完全に

把握するには限界があり，健全度を診断することが出来な

い。 

・センサの大きさ，設置面積等による設置箇所や設置個数

の制約が大きい。 

・センサの電源や通信を有線で配線すると設置工事で大

きな負担が生じる上に，設置にも最適な技術や方法がない。 

・電池を内蔵して無線にする場合，現状のセンサや送信技

術では電力消費が多く，電池交換等のメンテナンスが必要

である。 

・センサの耐久性や信頼性が不十分である。 

したがって，センサを活用したモニタリングシステムの普

及のカギとなるポイントは，①構造物の状態を適確に把握

するために必要なセンシング性能，②センサ自身で自己動

作するための，低消費電力，自立電源および無線通信機能，

③センサを長期メンテナンスフリーとするための耐久性，

信頼性，④センサ設置容易性（小型化等）の技術開発である。 

(２)  事業期間（5 年間）の研究開発内容  橋梁，トン

ネル，プラント等およびそれらの付帯物を対象とし，それら

構造物およびその構成部材の健全度を診断するための振

動，変位等を計測でき，安定な接続性と信頼性がある無線通

信機能を搭載したセンサ端末を開発する。これらのセンサ

端末を駆動させるため，振動，熱，風，光等の環境エネルギ

ーを利用して発電する長寿命で高効率な発電・蓄電一体型

自立電源，長期耐久性や信頼性を確保するためのパッケー

ジング技術等を開発する。 

また，開発したセンサ端末を活用した設置容易なセンサネ

ットワークを構築し，実環境下でインフラ状態のモニタリ

ングを行い，実用に求められるセンサ端末およびネットワ

ークシステムの機能を検証する。 

(３)  事業期間（5 年間）の達成目標  プロジェクト開

始当初に以下を達成目標として設定して研究開発を推進中

である。なお，本研究開発は，2016 年度末までに概ねの研

究開発を終了することを中間目標とし，以降は，実証実験を

中心に実施することとしている。 

達成目標としては以下の全てを満たし，簡易に設置できる

センサ端末を開発することを定めた。 

・インフラ構造物およびその構成部材の健全度を診断す

るための振動，変位並びにその他必要と考えられるデータ

を計測できるものとし，これらは温度も同時に計測できる

ものとする。 

・少なくとも１時間に１回の無線通信を含む全ての動作

を自立電源で自己動作できるものとするとともに，地震等

の突発事象を検出できるものとする。 

・片手で取り付け可能なサイズ（概ね 7ｃｍ×10ｃｍ×5ｃ

ｍ）以下とする。 

・無線通信は，電波法による無線局の免許を受けることな

く利用することができる周波数とし，その距離は実環境下

で 30ｍ以上とする。 

・実環境下で 10年以上の信頼性を有するものとする。 

また，開発したセンサ端末を活用したインフラ状態をモニ

タリングするネットワークシステムを構築するとともに，

インフラの実環境下で適用できるシステムを開発する。 

(４)  平成 29 年度までの成果  昨年度までにインフラ

構造物およびその構成部材の健全度を診断するための振

動，変位等を計測でき，安定な接続性と信頼性がある無線通

信機能を搭載したセンサ端末を開発した。これらのセンサ

端末を駆動させるため，光等の環境エネルギーを利用して

発電する長寿命で高効率な発電・蓄電一体型自立電源，長期

耐久性や信頼性を確保するためのパッケージング技術等の

開発を実施した。さらに開発したセンサシステムを実環境

に設置し，実証実験を開始し，実用における諸課題の抽出，

改善を実施した。 

(５)  平成 30 年度の計画  昨年度までに開発したシス

テム・装置を実現場に適用し，有用性や信頼性を確認する。

実証実験において改善点または不具合が確認された場合は

適宜開発品にフィードバックし，実用的なシステム・装置を

つくりあげる。 

また，インフラを常時・継続的・網羅的に把握するセンサ

システムおよびセンサネットワークシステムの社会実装研

究を行う。さらに，昨年度までに開発したセンサシステム

を，長大橋，発電所，石油プラント等の大規模インフラに適

用し，有用性の確認，改善を行う。加えて，これら大規模イ

ンフラを含む社会インフラに開発システムを適用すること

で期待されるインフラ長寿命化による省エネ効果を検証す

る。 

〈5･2〉「研究開発項目② イメージング技術を用いたイン

フラ状態モニタリングシステム開発」の研究開発内容  

研究開発項目②では以下の 2課題を開発中である。 

（a）完全自動により取得データからひび割れ等を判別で

きるデータ処理手法の開発。具体的には，近年技術発展が著

しい機械学習の技術を利用して，コンクリート壁面を撮影

した画像からのひび割れ等の検出手法。 

（b）イメージング技術を用いて，撮影時の位置ずれ等に

対処し，平面のみならず奥行きもわかる 3D画像解析手法の

開発。用途として，橋梁等のたわみ量などの変形を遠距離か

ら撮影した画像を元に計測する技術。 

(１)  研究開発の必要性  イメージング技術を用いたモ

ニタリングシステムは，インフラ構造物をカメラで撮影し，

取得した画像をデータ処理することにより，構成部材のひ

び割れや亀裂等を検知できることから，目視点検を補完で

きる技術として様々な取組が行われている。しかしながら，

既存技術では，１つの構造物に対して大量に撮影しなけれ

ばならない，取得した画像データの処理に手間がかかる，構

成部材の変状しか検知できず構造物全体の状態を把握でき

ない等の問題点がある。これらの課題を解決するようなイ

メージング技術の開発が必要である。 

(２)  事業期間（5 年間）の研究開発内容  橋梁，トン

ネル，道路，プラント等のインフラ構造物を対象として，①
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構造部材の画像データから完全自動で確実にひび割れや亀

裂等を検出し，損傷予知を把握できるデータ処理技術,およ

び②構造物の全体もしくは広い範囲を遠方からカメラで撮

影し，取得した画像をデータ処理することにより，それらイ

ンフラ構造物全体の変形挙動や応力集中箇所の局所的な変

形分布を簡易に把握できるイメージング技術を開発する。 

また，開発した技術を用いたモニタリングシステムについ

て，実環境下でのインフラ状態モニタリングの実証実験を

行い，実用に求められる機能を検証する。 

(３)  事業期間（5 年間）の達成目標  研究開発項目①

と同様に，2016 年度末までに概ねの研究開発を終了するこ

とを中間目標とし，以降は，実証実験を中心に実施すること

として推進している。 

プロジェクト開始当初から以下を達成目標として設定し

て研究開発を推進中である。 

①完全自動により画像データから 0.2ｍｍ以上のひび割れ

等を 8 割以上の確率で判別できる画像処理手法を開発し，

実証する。 

②撮影時の位置ずれを補正でき，平面のみならず，奥行き

（3次元）の変形も計測できる画像解析手法を開発し，実証

する。なお，１回の撮影で構造物の支点間の長さの 2万分の

1 の変位を計測できることおよび 15ｍ以上の構造物を計測

できることとする。 

また，開発したイメージング技術を用いて，インフラ状態

をモニタリングするシステムを構築するとともに，インフ

ラの実環境下で適用できるシステムを開発する。 

(４)  平成 29 年度までの成果  本研究開発では，①構

造部材の画像データから完全自動で確実にひび割れや亀裂

等を検出し，損傷予知を把握できるデータ処理技術および，

②構造物の全体もしくは広い範囲を遠方からカメラで撮影

し，取得した画像をデータ処理することにより，それらイン

フラ構造物全体の変形挙動や応力集中箇所の局所的な変形

分布を簡易に把握できるイメージング技術の開発を実施し

た。 

実構造物を対象とした実証実験を開始し，開発したシステ

ムの実用化に向けた諸課題の抽出，改善を実施した。 

(５)  平成 30 年度の計画  昨年度までに開発したシス

テム・装置を実現場に適用し，有用性や信頼性を確認する。

実証実験において改善点および不具合が確認された場合は

適宜開発品にフィードバックし，実用的なシステム・装置を

つくりあげる。 

 

〈5･3〉研究開発項目③ インフラ維持管理用ロボット技

術・非破壊検査装置開発」の研究開発内容  研究開発項目

③では，インフラ点検用のロボット技術開発の分野は昨年

度で終了したが，産業用インフラ構造物としてプラントの

パイプを対象として減肉状況を検出可能な，小型の非破壊

検査装置の開発と実証実験については，今年度も開発を行

っている。仮設足場の設置が必要であった従来の点検員に

よる検査にかわり，保温材の外から化学プラント等の配管

の外面腐食を検出するための，中性子線を用いた水分検出

と，X線によるパイプ厚を計測する装置の開発が進められて

いる。 

(１)  研究開発の必要性  高度成長期を中心に大量に整

備された社会インフラや産業インフラが老朽化して一斉に

更新時期を迎えるのに対し，それらの長寿命化を図るため

には適切な維持管理を行う必要があるが，維持管理に必要

な財源や専門人材が不足している現状では，ロボットを活

用した経済的な維持管理技術を研究開発する必要がある。 

インフラの構造は総じて大規模であり，今後，目視や打音

検査に加えて非破壊検査が必要となる機会が増大すると考

えられることから，ロボットに搭載可能な非破壊検査装置

を開発する必要がある。 

(２)  事業期間（5 年間）の研究開発内容  インフラ維

持管理用として開発されたロボットに搭載可能な非破壊検

査装置を開発する。 

(３)  事業期間（5 年間）の達成目標  研究開発項目①

と同様に，2016 年度末までに，概ねの研究開発を終了する

ことを中間目標とし，以降は実証実験を中心に実施するこ

ととしている。 

インフラ維持管理用として開発されたロボット技術開発

で想定されるロボットへの搭載可能な非破壊検査装置を開

発する。開発する装置は，Ｘ線や赤外線等を検査光源とし，

正確な計測を可能にするために必要と考えられる光源を搭

載する。また，ロボットに搭載可能なサイズ・重量とし，検

査対象の健全性を診断するための検査精度を備えたものと

する。さらに，稼働寿命は２万時間以上とし，光源の人体に

対する安全性を十分に考慮したものとする 

(４)  平成 29 年度までの成果  化学プラントで高所に

敷設されている保温材付水平配管の健全性確認に活用可能

な，ロボットへの搭載可能なサイズ・重量の中性子水分計搭

載ロボットと，エックス線搭載ロボットを開発した。6イン

チの管厚 7.1mm配管で 50mm厚の保温材が施工されている配

管を想定し、実際のプラント配管において走行試験を実施

した。 

(５) 平成 30年度の計画  昨年度までに開発したロボッ

トや搭載装置を実際の現場に適用して計測試験を行い，有

用性や信頼性を確認する。実証実験において改善点および

不具合が確認された場合は適宜開発品にフィードバック

し，実用的なシステム・装置をつくりあげる。 

6. おわりに 

本稿では，NEDO の推進するインフラ維持管理プロジェク

トについて背景や目的を報告した。また，本事業で開発が進

められている 3 分野について，今までの成果と今後の計画

を紹介した。 

本プロジェクトの開発システムは，端末を開発し，さらに

それをもちいてインフラ施設の損傷状況を推測する目標と

している。現場で検出したセンサ信号からインフラ施設の

損傷状況を推測することは大変に難しい技術である。特に，
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現実のインフラ施設には温度変化等を原因とした季節変動

があり，さらに自然ノイズ等の外乱がある。橋梁には風など

に起因する環境ノイズや車両通過等の雑音があり，それら

と判別して損傷を検出することは大変難しい技術である。

今後，実証実験を進め，実用性や検出限界性能を含めて実際

のデータをもとに実用性の確認を行うことが重要と思われ

る。 

また，今年度は最終年度であるので，5年間の事業期間の

成果の取りまとめをすることが必要である。技術委員によ

る第三者評価を行い，開発目標の達成度を確認したい。さら

に，開発成果を社会に普及させるための報告会を開催して

開発成果を発表するとともに，昨年度終了したロボット分

野のハンドブック(3)および開発技術説明書(4)にならって，今

年度開発分野についても開発技術を紹介したハンドブック

を制作して配布することを計画している。  

今年度が事業の最終年度である。達成目標に到達し実用的

技術として社会提供できるように，要所で進捗を確認し課

題に対処して少しでも高い実用的技術としてまとめたい。

また，開発技術が社会普及するように認知を高める方策を

工夫し，社会に貢献したい。 

技術による効率化が喫緊の課題となっているインフラ維

持管理業務において，スマートなサービスが実現される社

会を目指して，産官学の技術を結集してこれからの社会を

作り上げたいと考えている。 
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