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1．はじめに

　現在，我国では供用年数が30～40年経つ橋梁

が増加し続けており，2030年には我国の道路橋

の50％以上が橋令50年以上になるといわれてい

る．しかしながらわが国の経済清勢における財政

難は深刻化しており，社会基盤施設への投資が削

減され，橋梁に対しても一様の維持管理業務が遂

行されにくい状態である，将来の経済状態を考慮

すると，限りある予算の効率化を図り，最適な維

持管理計画を作成するための橋梁維持管理シス

テムBMS（Bridge　Management　System）が必

要であると考えられるD。しかし，現在までに多

数の研究者および技術者によって実務者レベル

の提案がされているものの，未だこれらを統一化

した橋梁維持管理システムとしての実用化に至

っていないのが現状である、そこで本研究では，

現在までの蓄積されたデータベースを基に橋梁

の長期的かっ合理的な維持管理計画を立案でき

るシステム（JAM：Japan　Asset　Management

System）の構築を目的としている，
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2．BMSの概要

　JAMの構築
　本研究の目指すシステムJAMの機能は，図一

1に示すような流れで構成されており，大きく分

けて次の4点の機能からなる2＞．

①橋梁諸元データ，点検データの閲覧・検索

②　健全度評価（物理的評価，資産評価）

③　劣化予測

④：事業シミュレーション（予算配分，他）
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　現在は北海道開発局の1988年から蓄積されたデー

タについて，総合健全度，必要補修経費の算出，事業

シミュレーションについては補修優先順位，予算配分

の解析という流れまできており，ここまでのシステム

を橋梁健全度プログラムとしている3），

3．橋梁点検データベースと健全度騨価

　橋梁点検データは1988年の旧建設省土木研究所の

「点検要領（案）」4）を基礎として毎年約300橋ずつ

行われている北海道開発局の点検データを基にして

補修工溝提案

図引JAMの流れ

いる．橋梁部材から総合的に健全度を評価する上で必要

となる表塁に示すような14項目（上部構造は部材とそ

の損傷内容から7項目，下部構造は躯体と基礎の2項目，

その他として支承，高欄など5項目）を選定し損傷デー

タより抽出した．これにより点検対象部材，点検項目な

ど数多くあるカテゴリーから14項目を抽出することに

より複雑な損傷内容データを簡略化し評価することが

できる．データ抽出を行った14項目部材は，橋梁維持

管理のエキスパートに対するアンケート調査により得

られた重みと数量化理論を用いて総合評価を算出し，健
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全度を4段階で判定する，表・2に健全度評価基準を示

す，ここで評価1については早急な補修等が必要となる

ために点検評価からはずすこととしている5｝6＞7）

4　資産評価

　資産評価では橋梁の各部材の損傷度と橋梁の資産価

値から総合的に健全度を評価し，橋梁健全度指数や必要

補修経費の算出を行っている8）9）橋梁健全度指数

（Brldge　Health　Inaex　BHI）の定義を以下に示す

　　　　　　　現在資産　（建設費　）
　　3班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100
　　　　　　再調達価格　　（建設費　）

　ここで，再調達価格とは橋梁の全部材が健全な状態

の橋梁全体としての資産価値，現在資産とは今現在，

すなわち供用開始後，劣化損傷により各部材の健全度

が低下した状態の橋梁全体の資産価値であり表・1に示

す部材の内，9つの主要部材に対して算出し，その合

計を橋梁の現在価値としている　再調達価格は物価変

動を考慮して現時点に統一した単価を用いている　ま

た，現在資産は径問各部材の再調達価格と点検データ

における各部材の最大損傷度から求める　すなわち，

（部材の現在資産）＝（部材の再調達価格）×（低下

率）で表される，部材損傷度と損傷による資産低下率

の関係を表・3に示す，BHIは建設費が高価である部材

は重みが大きく，各部材の損傷状況を経済的視点から

評価するものといえる図・露は各部材のBHIについて

1橋ごとにグラフ化したものである　点検が複数回行

われている橋梁は点検年ごとのグラフを並べて表示し

ているので，前回の点検と比較して，どの部材がどの

程度資産が低下または補修により増加したのか把握す

ることができる．

　ここで，必要補修経費とはBHIを100にするために

必要な補修経費のことで，（再調達価格）一（現在資産）

で表される

四一｛部枷4項目

主桁1

主桁2
　｝

繿i勾当
主桁3

補嗣材

床版1

床版2

床版3

下灘騰造
躯体

基礎

支承

高欄

その地＾ 地覆

舗装

伸縮装置

表沼資産価値の低下率

部材損傷

　皿

　OK

善隣健全度評価基準

低下率

025

050

G75

雀00

総総評価 幡梁の健金魔羅価
∬ 補修より架け替えを進める

置 大がかりな補修を要する

膵 軽い補修を要する

OK 現状維持

逢妻
レ

し
㌧
監

　
　
一
讐
レ

・　　部材8H1
　　（橋梁ごと）

　　妻く　　町　　！　　し　　　　　　　　　　　　　・

　　徽』一編幽胴解…擢

1　淑▽rムー一一
1’ @　翻舜　「一｛物

i　糊｛貯一　、3
％

　　・漁照臨一　　．
i　　　　　　　　　　　　　、｝

，一　　［澄池　騨罫亡一一
き　　＼甲　　－

．i己ウ＼
～蚤レ躍』趣漉；1特　¶

　　　　　　　図一2BH1グラフ表示画面

匿遡冨些」瑠劉蜜

ぜ

5　事業シミュレーション

　5・1　補修優先順位

　既存の橋梁において，架け替えや補修・補強の優先

順位というのは明確に規定されておらず，これまでは

悪い橋から対処するという形で事業が行われてきた

このような事業形式が今後続くと，限られた予算では

対処しきれず老朽橋梁が増大することが予想される．

そこで社会的に：重要な橋梁をいかに優先的に補修・楠

強の対象とするかを決定するために“補修必要度レヘ

ルLn”によって補修優先橋梁の順位づけを行った　補

修必要度レベルを用いることにより，路線に対して社

会的価値や交通量，橋梁に対して健全度や資産的価値

を考慮することで社会的に優先度の高い橋を総合的に

選定することができる．補修必要度レベルLnの定義を

以下に示す
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図一3補修優先順位画面

　　　α　路線の重要度係数

　　　β　走行費用係数

　　　γ　橋梁の重要度係数

　　　St　橋梁健：全度指数（BHI），　Sto　100

Lnの数値が高い橋梁を補修・補強の必要性があるもの
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とする，

　本システムにおいては，すべての点検橋梁に対して補

修必要度レベルめ算出を行い，開発建設部ごとに補修優

先順位を決定した．図・3は、建設部内でのランキングを

表示したJAMの函面である．ここでは，Lnの値のほか，

路線の重要度，橋梁の重要度，またBHIや必要補修経費

などの値が把握できるため，維持管理の目安とすること

ができる，

　5・2　予算配分

　限られた予算条件の下で社会的に重要な橋梁から優

先に補修していくためには，どの橋梁にどれだけの予算

を配分して補修すべきかということが重要な課題とな

る．そこで本システムでは必要補修経費と補修必要度レ

ベルLnを用いて，最適な予算の配分を提案するシミュ

レーションを行った．図・4に予算配分シミュレーショ

ンの流れを示す．

へ

道
レ
ベ
ル

　※全道レベル

①　対象橋梁は全道の橋梁でBHIが目標値未満の橋梁

　　とする．この値は管理目標によって決まるため，管

　　内ごとに異なる場合も考えられる．

②各管内の必要補修経費の合計を算出し，全道の必要

　　補修経費に対して『の割合を算出する，

③割合に従い各管内へ予算を配分する．

　　（図一5，図・6はBHIの目標値：を80とした場合の，

　　　各管内の必要補修経費の合計と割合である，）

　※管内レベル

④管内ごとにしnを算出する．

⑤Lnの値により各橋梁のBH：1の目標値を決め，必要

　　補修経費を算出する．ここでの必要補修経費とは

　　Bmを目標値にするための補修経費とする，

⑥必要補修経費を配分した結果，管内予算の条件を満

　　たす場合は，それを補修費として配分する．また管

　　内予算を超過する場合は，配分を再検討する，

6，補修工法提案

　補修工法提案プログラムでは，岬町閲の損傷内容から

損傷部材の代表的な補修工法を選定し，補修経費を単価

により表示している。補修工法を選定する基準は各管理

機関によって独自のものがあるが，本プログラムでは旧

建設省などの資料を参考に補修工法を選定する，例とし

て表・4に本プログラムで使用したコンクリート主桁の

損傷状態と補修工法を示す3），実際に工法を選択する段

階になると単に損傷の大きさや状態だけでなく交通条

件や構造条件，施工条件など多様な観点から判断する必

要があるため，与えられた条件からだけでは工法を一律

に基準化することはできない．そこで今後の課題として，

架橋環境等をユーザーに選択してもらうようにするこ

と，予算に適した工法が選択できること，劣化予測の機

能により今後予想される損傷状況に応じた工法が選択

できることなどが考えられ，総合的に見て最適な補修工

法を選択できるようにすべきである，例として現在まで

に作成されている補修提案画面を図・7に示す．補修提案
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画面では，橋梁の諸元データ，BH1などの資産データ，

各部材の損傷データ，補修工法データを見ることができ
る．

6．まとめ

　本研究では，橋梁諸元データ・点検データを基に最適

な維持管理計画を作成するためのBMSの開発を行った、

最後にまとめとして要約すると以下のようになる．

1）　JAMは橋梁点検データから健全度評価，資産評価

　　など様々な角度から橋梁を診断することができる

　　システムである．

2）　1橋ごとにBHIや必要補修経費をグラフ表示する

　　ことで，どの部材がどれだけ資産低下しているかが

　　容易に把握できる．

3）路線の重要度，橋梁の重要度を考慮することで社会

　　的に必要と考えられる橋梁を総合的に判定し，補修

　　優先橋梁としてランキング表示することができる，

4）必要補修経費と補修必要度レベルを用いた予算配

　　分シミュレーションにより，最適な予算の配分をす

　　ることが可能である，

5）補修工法提案プログラムでは，資産と損傷状況を比

　　較しながら，補修計画を立てることができる，

表一4コンクリート主桁の補修工法

．樹籍名 。峯緬 鋪修工ま ．単価

ひび割れ 皿 樹脂モルタル注入工法 120．0

豆板・空洞 斑 またはパテコニ法 （千円／㎡）

遊離石灰 皿

変色劣化 班

ひび割れ 耳 鋼板接着工法 μα0

豆板・空洞 E （炭素繊維接着工法） （千円／㎡）

遊離石灰 E

変色劣化 E

剥離・鉄筋露出 班 樹脂モルタル注入工法 10．0

（千円／㎡〉

剥離鉄筋露出 H 鋼板接着工法 110．0

欠損 近 （炭素繊維接着工法） （千円／㎡）

漏水・滞水 亘 伸縮装置取替 580．0

（干円／㎡）

異常振動 E 断面補強・ 150ρ

異常たわみ H アウトケーブル設置 （千円／㎡）

架け替え 300．0

（千円／㎡）

離猿接着部の m 鋼板接着工法 55．0

損傷 （干鰯／㎡）

鋼板接着部の 肛 鋼板接着工法 f10．0

損傷 （千円／nつ
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