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１．海外道路調査団について

　公益財団法人高速道路調査会が講習等事業として主

催する海外道路調査団は，人材育成の一環として海外

の高速道路に関する最新のトピックや技術について，
調査，情報収集する機会を広く提供することを目的

に，一般公募によって調査団を結成し派遣している。

　2000 年以降に派遣した同調査団は，本調査団を含

め計 30 回，延べ 583 名に上る。

２．調査団概要

　本調査団は，北米における道路橋等のコンクリート

構造物を良好な状態を保つ技術について調べるため，
コンクリート構造物の防食技術メーカー，道路管理者

および遠隔操作による無人飛行体の開発メーカーを訪

問した。訪問先は，カナダをはじめ米国，欧州を含め

た世界各地での施工実績を持つベクター社，カナダ・
オンタリオ州の道路を管理するオンタリオ州交通省お

よび簡易な操作により遠隔制御が可能な自律飛行体を

開発製造するエリヨン社であり，それぞれで意見交換

および施工現場視察を行った。本調査団は，６月 18

日㈭から 25 日㈭までの６泊８日の行程で実施された

（図―１）。

　供用後数十年が経過した高速道路構造物の劣化や老

朽化への対応について，大規模修繕のほか点検および

維持修繕技術の高度化への取組み等がなされている。

北米においても同様に，高速道路の老朽化や凍結防止

剤等による鉄筋コンクリート構造物の劣化に対する構

造物の健全性確保や，点検やモニタリングに関してさ

まざまな取組みが講じられている。本調査団では，こ

れらの課題にそれぞれの立場から取組んでいる各組織

等に訪問し，意見交換および現場視察を実施した。

３．訪問先概要

　⑴ベクター社（Vector Corrosion Technologies Ltd）

　ベクター社は，コンクリート防食分野では世界有数

報　告

北米州における橋梁保全技術に関する海外調査

　平成 27 年６月 18 日から 25 日まで実施した，北米州における橋梁保
全技術に関する海外調査の概要を報告する。
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の会社の１つである。ベクター・コンストラクション・
グループ（1965 年創業）のグループ会社で，北米，英

国，インドネシアなどに 15 のオフィスがあり，世界

中のマーケットに情報発信チャンネルを持つ。人材に

は，PE（プロフェッショナル・エンジニア），企業経営

専門家など経験豊富な専門スタッフを有し，多くの技

術者は NACE（国際的な防食技術者協会）の有資格者

である。また，北米以外でもルーマニア，アルゼンチン，
バミューダ，インドネシア，中国，日本，香港，シンガ

ポール，チリなど，世界中での施工実績を持つ。さら

に，アメリカ・コンクリート学会（American Concrete 

Institute）や国際コンクリート補修学会（International 

Concrete Repair），PTI，ASBI，NACE での委員会に

貢献している。

　今回の訪問先であるカナダ トロントは，冬期に－ 20℃

まで気温が下がり，道路には大量の凍結防止剤（砂と

岩塩を混合した融雪剤）が散布される。このため，コ

ンクリートが劣化・剥落し，鉄筋の腐食が生じている

コンクリート構造物が多く見られた（写真―１）。
　視察現場は，橋梁の橋脚およびコンクリート床版の

補修現場や地下鉄坑内の壁面補強現場など，塩害に伴

う補修・補強の現場を中心に８カ所を訪問した。

　ベクター社の工事現場において，塩害対策の補修・
補強工法として代表的に使用されていたものに「ガル

バシールド工法」がある。このメカニズムは，塩害・
中性化などで劣化したコンクリート構造物の鉄筋に，
亜鉛を材料とした陽極材「ガルバシールド」を設置す

ることで，ガルバシールド内の亜鉛と鉄のイオン化傾

向の違いにより，亜鉛をアノード部，鉄筋をカソード

部という防食回路を形成して，鉄筋に防食電流を流

す。つまり，ガルバシールド内の亜鉛が犠牲になって

腐食することで鉄筋腐食やマクロセルによる再劣化を

抑制するものである。このガルバシールドを用いて，
比抵抗および防食性能（有効範囲）確認済のモルタル

若しくは，グラウトにて断面修復を行う工法である。

犠牲陽極材「ガルバシールド」は，鉄筋よりイオン化

傾向の高い（腐食しやすい）亜鉛を水酸化リチウムが

入った特殊なモルタルで包み込んだ構造をしており，
外部電源を必要とせずに，電気化学的な防食効果を発

揮し，コンクリート構造物の長寿命化を計ることがで

きる。

　主な「ガルバシールド工法」の特長をまとめると，
以下のとおりであった。

　■防錆効果

　亜鉛と鉄のイオン化傾向の違いを利用し，電気化学

的な反応により，鉄筋腐食の進行およびマクロセルを

抑制できる。また腐食環境が厳しい海洋構造物への適

用も可能である。

　■性能

　マクロセル抑制から電気防食レベルまでの防食が可

能であり，用途・部位などにより，形状種類を選択で

きる。コンクリート内在塩分（塩化物イオン）の除去

を必要とせずに適用することが可能である。

　■経済性

　数種類の形状により，対応年数も 15 年～ 35 年と幅

広く対応でき，マクロセルを抑制することで，ライフ

サイクルコストの低減を計れる。また，犠牲陽極材

は，電源装置やその他装置を必要としないため，電源

管理費用，維持管理費用を必要としない。 

　⑵ エリヨン社（Aeryon Labs Inc.）

　エリヨン社は，2007 年に創業し，小型無人航空機

（UAV）と関連システムの設計・製造を行い，実環

境で抱える問題へ取組むロボットを提供している。同

社はロボット工学，制御システムやデジタル画像処理写真―１　高速道路　橋脚劣化状況
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の専門技術を駆使して，ユーザーの使いやすさを重視

した最先端の製品を開発している。

　エリヨン社へ訪問した際に，UAV の機能と高速道

路分野での活用の可能性について紹介された。今回紹

介された機体は，最新型のスカイレンジャーと呼ばれ

るもので，４つのローターで垂直離陸するタイプで

あった。本体は縦 80 ㎝，横 80 ㎝，高さ 20 ㎝ で，重

量は約３㎏ であり，本体上部にはバッテリーや無線

部品が搭載され，本体下面に高性能カメラ（光学 30

倍ズーム可能）を搭載することができるものであった

（写真―２）。
　操作はジョイスティックではなく，専用のタブレッ

トを使用しており，タブレットからの指示で，UAV

が離陸や移動をして，対象物を撮影することができ

た。送信器として，ベースステーションがあり，タブ

レットからベースステーションを経て，UAV へ指示

を送る仕組みとなっていた。また使用する国の法令に

合わせて，電波の周波数を調整することができ，飛行

高度の上限等の設定も可能とのことであった。タブ

レットからベースステーションまでは 50m 以内の範

囲で操作可能で，ベースステーションから UAV まで

は最大３㎞ 程度が飛行可能範囲とされ，電波の範囲

外へ出てしまった場合や，何らかのトラブルで通信不

通となった際には，ベースステーションへ自動的に帰

還する設定となっていた。また操作自体は，通常のラ

ジコンのように上下左右の操作に負われるものではな

く，タブレット内の地図に移動地点，高度やカメラの

方向をタップするだけで，その他ホバーリングに必要

な細かな飛行制御は UAV 自らが行うシステムであっ

た。地上では感じられなかった上空の横風や，橋脚付

近の乱流など，目には見えないさまざまな障害を

UAV 自らが制御することによって，煩わしい細かな

操作をユーザーは行う必要が無く，実演時にはタブ

レットを片手に，タッチペンひとつで軽快に写真撮影

を行うことが可能であった。

　バッテリー稼動時間は，2.5 ㎏ の最軽量のものでお

よそ 50 分飛行することができ，最新型 30 倍ズーム機

能のビデオカメラを搭載しても 35 分ほど飛行可能と

のことであった。最新型 30 倍ズームカメラは，垂直

上方へ 20 度まで撮影することができ，真上方向の撮

影はできないが，橋梁下面の撮影も可能とのことで

あった。飛行環境は，－ 20℃から＋ 50℃までが可能

で，雨の中，雪の中，砂の中でも飛行することがで

き，自動飛行のため，夜間においても昼と変わらず飛

行することができるようであった。

　UAV により撮影した画像を提携しているアプリを

使用することにより，複数の画像を繋ぎ合わせ，１つ

の３D 画像へ変換し，さまざまな形式（拡張子）で出

力することが可能となっていた。これにより，災害現

場の解析，地形のリスク判定，新規事業の調査や現在

の交通状況などを分析することが可能となっていた。

　UAV を操作するためには，必要な免許はなく，飛

行トレーニングを２日から３日程度受講するだけであ

り，飛行させるだけであれば，わずか半日程度のト

レーニングで操作可能になるほど簡単にできるとのこ

とだった。また UAV で撮影した航空写真をタブレッ

トに取込むことができるため，地図上とは異なる災害

現場でも速やかに最新の地図にプロットすることがで

き，最新の情報を迅速に把握することが可能となって

いた。

　⑶オンタリオ州交通省（Ministry of Transportation, 

Ontario：MTO）

　オンタリオ州交通省は，オンタリオ・ハイウェイの

約 2,800 の橋梁を管理している機関である。同機関で写真―２　最新機種 スカイレンジャー
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は常に安全な橋梁を維持するため，訓練を受けた技術

者が目視点検を２年に１回，一般的な保守点検を１年

に２回実施している。これらの点検結果をシステムに

入力することで補修個所の優先度が決定し，この補修

優先度の高い個所について順次詳細調査を実施してい

る。補修優先度の考え方は同機関のマニュアルに準拠

している。

　カナダでは冬季に凍結防止剤を大量に散布するた

め，塩害による劣化（または変状）が発生している。

当機関においては塩害対策として効果的な床版防水工

を 1970 年代から施工している。これにより，床版の

耐用年数は 25～ 30 年となり，費用対効果があると考

えられている。

　また，塩害の要因であるコンクリート中の鉄筋腐食

は，電気化学的反応であることから電気防食による対

策も実施している。第１世代のシステムはカリフォル

ニアでの研究に基づくものであり，アイロン程度の陽

極材を床版および舗装に設置するものであった。しか

し，陽極材が床版上面より突出し，床版防水層が施工

できなくなり，あまり効果的ではなかった。

　第２世代のシステムは 1990 年に始まり，チタン

メッシュの陽極材と床版防水層からなるものであっ

た。床版防水層を設けることにより塩害および凍害に

対しても効果はあったが，維持管理に費用・時間がか

かるシステムであった。その後，維持管理費の少ない

犠牲陽極材を設置する防食工法を採用し，施工後４年

経過した結果，電気防食システムの効果が確認でき

た。さらに，このシステムの有効性が 20 年以上確認

できればコスト的にも充分であると考えられているこ

とから，今後防食工法として採用を計画している。

　⑷高速道路調査

　今回視察した高速道路は，カナダ・オンタリオ州に

ある高速道路網（400 番台ハイウェイ）の一部であ

り，アメリカ合衆国の州間高速道路とほぼ同様の運用

となっている。400 番台の番号が割り当てられている

この高速道路網は 1952 年より指定され，現在の総延

長は約 1,900 ㎞，無料道路（州や市の管理）と有料道

路（民間）が存在し，古い区間は供用 60 年以上が経

過している。標準規格は，完全にアクセス制限され少

なくとも４車線が設置されているほか，最高速度時速

100 キロで，各種の事故防止設備，交通管理システム

が整備されている。トロント近辺の 401 号線とクィー

ン・エリザベス・ウェイ（QEW：カナダで唯一の番

号の無い高速道路）などを中心にネットワークが形成

されている。

　そのうち，唯一の有料道路は 407 号高速有料線（延

長 108 ㎞）である。この路線は，1950 年代に計画さ

れたが，PPP 事業として 1997 年より供用開始され，
ORT 方式の料金収受システムで運営している。

　カナダにおいても日本同様に，チェーンやスパイク

タイヤの使用が禁止されており，冬季においては岩塩

に砂を混ぜた凍結防止剤を散布し，安全な交通を確保

している一方で，日本同様に構造物の塩害が発生し維

持管理上の課題となっている。

おわりに

　今回の北米カナダ視察では，塩害に対する高速道路

構造物の補修および予防保全において，犠牲防食工法

を官民挙げて積極的に取入れていることに驚かされ，
また小型無人航空機の技術開発が構造物点検等におい

て，今後有効な手法の１つに成り得ることを認識し

た。犠牲防食工法は，日本においても広く知られてい

る技術・工法ではあるが，価格面等から基準化までに

至っていないのが現状である。両国の補修方針の違い

はあるが，日本より過酷な環境下で効果が確認されて

いる犠牲防食工法に今後注目したい。

　移動バスの車窓から見た高速道路は，シンプルな標

識および付帯設備等で機能している印象を受け，車社

会先進国の成熟度の高さを感じた。

　以上，学ぶべきことが多い有意義な視察であった。


