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鉄道構造物の維持管理
― JR 東日本・構造技術センターの取り組みを中心に ―

東日本旅客鉄道㈱執行役員構造技術センター所長 野　澤　伸一郎

１.はじめに

JR 東日本では、橋梁、トンネルなど
様々な構造物を管理しているが、これま
で以上に維持管理に力を入れることとな
り、2014 年７月から構造技術センター
が各支社の土木技術センターで実施して
いる特別全般検査に同行することになっ
た。構造物の概要や維持管理体制、検査
における ICT 活用状況を紹介するととも
に、特別全般検査への同行の効果につい
て述べる。さらに、現在力を入れている
効率的かつ効果的な検査の構築や耐久性
のある補修工法の検討、人材育成等を紹
介する。

２.JR 東日本の鉄道構造物の
概要

(１)路線延長と構造物の種類
JR 東日本では、在来線の営業キロは

約 6,263㎞、新幹線は約 1,194㎞となっ
ている。在来線は土工設備が85％を占め、
比較的新しい新幹線では、全体で高架橋
47％、トンネル 37％、橋梁 11％となっ
ており、土工設備は５％に過ぎない。

(２)橋梁の数量と経年
図－１は JR 東日本の在来線における

桁の経年別数量である。経年 100年を超
える桁が 2,000 連以上、経年 80 年を超
える桁は 8,000 連以上存在する。古い
桁には鋼鉄でなく、錬鉄でできた桁もあ
る。コンクリート桁に関しても、年代に
よって施工方法やセメントの粒度などが
異なる。構造形式や設計荷重も年代に
よって変化する。

(３)トンネルの数量と経年
図－２は JR 東日本が所有する在来線

のトンネルの経年別数量である。初期の
覆工はレンガ積みが多く、コンクリート
積みを経て場所打ちコンクリートの覆工
が多くなっている。経年 100年を超える

トンネルは 140 坑を超え、最も古いトン
ネルは 1887 年供用開始した東海道線横
浜～戸塚間に位置する清水谷戸トンネル
であり、経年は 131 年となっている。

３.JR東日本の鉄道構造物の維
持管理体制と検査の種類

(１)検査を実施する組織と体制
構造物の検査は、多くの鉄道会社と同

様に社員により実施されている。図－３

に JR 東日本の維持管理に係わる組織を
示す。12の支社に13の土木技術センター
があり、基本的にその社員が検査を実施
し、修繕工事を計画・監督している。

(２)検査の種類
図－４には検査の種類を示す。全般検

査には、構造物の変状等を抽出すること
を目的とした通常全般検査と、構造物に
対する健全度判定の精度を高めることを

図－１　橋梁数量と経年[在来線]（2018年５月現在）

図－２　トンネル数量と経年[在来線]（2018年５月現在）
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目的とした特別全般検査がある。JR東日
本では、橋梁や土工設備に関しても特別
全般検査を実施している。通常全般検査
の周期は２年で、主として徒歩等による
目視検査を実施しており、必要に応じて
打音検査や簡易な検査機器を用いている。

全般検査において健全度判定Ａ
（３.(3) で説明）と判定されると、個別
検査を実施することになる。個別検査に
おいては、精度の高い健全度の判定を行
うことを目的に、場合によっては特殊な
検査機器も用いて実施する。変状原因の
推定や変状の予測が可能な情報を得られ
るように、構造物の特性、変状の種類、
周辺の状況に応じて調査項目を定めてい
る。

(３)検査結果の判定
検査結果によって、部位毎に健全度を

判定するが、健全度判定区分の例を表－
１に示す。これは構造物それ自体の性能
を判定するものである。さらに、コンク
リート構造物に対しては剥離・剥落に関
する健全度判定区分がある。これは
1999 年に山陽新幹線福岡トンネル等に
おける覆工コンクリート塊の落下などが
続いた際にできた比較的新しい健全度判
定区分であり、コンクリート構造物の場
合は、表－１と両方の判定を実施するこ
ととなる。JR東日本においては、トンネ
ルだけでなく、その他のコンクリート構
造物に関しても剥落に対して検査し、判
定している。

４.維持管理における ICT の
活用

(１)土木構造物管理システム（MARS）
JR 東日本では、検査の結果を記入する

検査記録簿を含めて MARS と呼ばれる土
木構造物管理システムを構築している１）。
図－５にそのシステムの概要を示す。設
備台帳や検査・工事データを一元管理で
き、検査データに写真・変状位置図など
詳細情報を貼り付けられるようになって
いる。また、検査結果のチェックや集計
が容易であること、承認を責任者が紙媒
体を使用せずにシステム上で実施できる
ことなどのメリットもある。期限内に検
査することを重視していて、検査を忘れ
ないように警告する機能もある。

(２)トンネル検査車
トンネルの検査は、覆工表面を目視に

より検査するとともに、トンネル変状展

開図に覆工のひび割れ、漏水、剥離など
の変状を記録することに多大な労力を要
していた。

図－６に示すトンネル覆工表面撮影車
（TuLIS）は、軌道上を走行しながらトン
ネル覆工表面の状態をレーザー計測シス
テムを用いて画像データとして撮影・記
録する。この車両の導入により、トンネ
ル覆工の検査精度と検査速度の向上を
図っている。

また、トンネル覆工コンクリートの詳
細な検査は、打音検査により実施してい
る。より精度を高め、効率的に実施する
ために、マルチパス方式レーダを搭載し
たトンネル覆工検査車（CLIC）を開発し、
実用化している。

(３)その他のICTの活用
電磁波探査により路盤下状況を確認す

る線路下空洞探査車、光切断法により建

図－４　検査の種類

図－３　維持管理を担当する組織

表－１　健全度判定区分の例
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築限界支障量を測定する建築限界測定車
を開発し導入している。また、列車の先
頭から全方位カメラで撮影した画像を活
用して、線区、キロ程での検索が可能な
沿線画像表示装置、沿線地形を可視化す
る 3D 線路平面図も使用している。タブ
レット端末は現場社員全員が所有し活用
している。構造技術センターと遠隔地の
打合せに Web 会議も実施している。

５.構造技術センターの体制
変更とその効果

JR 東日本の構造技術センターは、鉄
道構造物の設計・施工から検査・補修ま

で一連の技術を扱い、技術力の蓄積や社
内相談、技術基準の整備などを担当する
組織である。1993 年２月、構造技術プ
ロジェクトチームとして発足し、その後、
地震被害への復旧支援などが認められ、
1996 年６月には常設組織となった。

(１)構造技術センターの体制変更と
特別全般検査への同行

前述のように、JR 東日本には古い構
造物が多い。古い構造物全てが危険とい
うわけではないものの、JR東日本として
構造物の検査に今まで以上に力を入れる
こととなった。13 箇所の土木技術セン

ターで実施している検査・診断レベルを
向上すること、各土木技術センター間の
評価基準を合わせることを目的に、2014
年７月から本社内にあった構造技術セン
ターを本社付属機関として機動性を持た
せるとともに、主に構造物の検査・診断
業務に従事していた社員約 20 名を増員
して、JR東日本全体の構造物の検査・診
断レベルを向上させることとした。ただ
し、増員したメンバーは新たなグループ
を形成するのではなく、これまであった
鋼構造、コンクリート構造、基礎・土構
造、地下・トンネル構造の各グループに
配属した。そして、増員されたメンバー
も設計や施工の検討を行い、これまで所
属していたメンバーも従来の業務に加え
て検査・診断レベル向上のための検査へ
同行することとした。

2014 年７月から 2018 年６月までの
４年間で、構造技術センター社員が特別
全般検査に 3,690 回同行し、検査会議
に約 190 回出席している。月平均約 80
回の特別全般検査に同行することで、検
査の現状把握に努めてきた。橋梁もトン
ネルも土工設備の弱点箇所もほぼすべて
の特別全般検査に同行できた。橋梁およ
び新幹線トンネルについては毎年全数量
の 10％を超えて特別全般検査が行われ、
構造技術センターが同行できている。

(２)構造技術センターの同行の効果
この４年間、特別全般検査に同行した

図－６　トンネル検査車［TuLIS］

図－５　土木構造物管理システム［MARS］
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最大の効果は、「検査の場で、変状原因
や対策について議論することができるよ
うになった」ことだと考えている。各土
木技術センターからもそのように評価さ
れている。その他、
①事前準備の実施
これまでも実施していた場合が多いが、

カルテや財産図等を確認するだけでなく、
3D 線路平面図や地形図等を確認すると
ともに、工事記録誌等の確認も実施して
いる。
②検査前後のミーティングの実施
検査実施前に、全員で当日の検査範囲

における注意すべき変状や特異な構造物
の情報を共有し、精度の高い検査を目指
すミーティングを実施している。検査実
施後は、当日確認した変状の再確認と、
今後の措置方針等について意見交換を実
施するようになった。
③特別検査レポートの活用
検査時の着眼点や変状の状況を記録し

たレポート（図－７）を構造技術センター
が特別全般検査に同行の都度、毎回作成
して土木技術センターに返すようにして
いる。土木技術センターではそのレポー
トを、情報共有するとともに、修繕方法
の参考資料として活用している。
④個別検査の増加
構造物に発生している現象を的確に捉

え、必要な個別検査を計画的に実施する
ようになってきている。
⑤塗替え塗装用の作業足場を活用した
鋼橋検査の定着

鋼橋に対して塗替え塗装用の作業足場
が組まれた場合には、これを活用して特
別全般検査を実施するよう計画すること
にした。安全かつ詳細な近接検査が実施
できるようなった。

などの効果が出ている。

６.今後の鉄道構造物の維持
管理に向けて強化したい
こと

(１)効率的かつ効果的な検査の実施
に向けた検討

検査データは増える一方であり、メリ
ハリのついた検査を目指している。特別
全般検査を活用することで各構造物にカ
ルテを整備し、「シナリオ」つまり構造
物毎の維持管理方針を明確化しようと作
業している。全般検査重点項目を「シナ
リオ」に記載することで、全般検査項目
の明確化、可視化を達成したいと考えて
いる。

また、トンネル覆工撮影車によるひび
割れ変状データを図－８に示すように前
回と今回の２時期比較することで、変化
点を抽出して精度の高い全般検査が実施
できるように開発している。

図－９は 2017 年度に JR 東日本のす

べての土木技術センターに配備した応力
聴診器と呼ばれる簡易測定器の活用状況
である。可搬性、操作性に優れているの
で、通常検査に携行して、鋼桁の簡易的
な応力測定を実施し、進行性等を確認し
たいと考えている。

図－８　トンネル覆工表面の２時期比較

図－７　特別検査レポートの例
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図－９　簡易測定機器を用いた橋梁健全度の定量評価

(２)検査結果を反映した技術基準の
整備

構造技術センターではこれまでも JR
東日本で使用する技術基準を整備してき
たが、約４年半特別全般検査に同行した
情報を反映した、タイムリーなマニュア
ル等の改定を強化している。

鉄道橋においても、支承部の変状は多
い。補修事例を多く取り込み、従来の鋼
橋に加えコンクリート桁にも使用できる
マニュアルは、実際の使用者と意見交換
してブラッシュアップしている。

また、鋼構造物に関して、供用後に検
査しようとしても人間が入ることのでき
る隙間が無かったり、変状が発生しやす
いディテールであったりする場合もあっ
た。これを改善すべく「鋼・合成構造物
設計ディテールの参考資料集」も改訂し、
今後活用していく。

(３)耐久性のある補修工法の確立
JR 東日本は、東北新幹線（東京～盛

岡間）および上越新幹線（大宮～新潟間）
で 2031 年度から 10 年間で橋梁やトン
ネル等の構造物を対象とした「大規模修

写真－１　専門家による技術指導（勉強会）の開催

繕」を計画している２）。社内の設備部や
研究開発センターとともにこの対策工を
検討しているが、特にこれまで使用して
きた既設補修・補強工法の耐久性の評価
に力を入れている。この結果も踏まえて、
新幹線の「大規模修繕」や在来線の構造
物に対して、再変状の少ない耐久性のあ
る補修工法を確立していきたいと考えて
いる。

(４)専門家による技術指導、勉強会
の開催

社員の大幅な若返りに対して、ICT 等
の活用とともに、人間の感性を高める研
修を行うことで、技術力の向上を図って
いる。写真－１は構造技術センター所員
が専門家として、各地の構造物を前に若
手社員を中心に勉強会を実施している状
況である。技術が進んでも、最後は人間
力が重要となるという認識のもと、これ
らの人材育成に今後ますます力を入れて
いきたいと考えている。

７.おわりに

技術革新の成果を取り入れるとともに、
現在実施している検査や補修の結果を大
切にして改善を進め、より安全な鉄道と
効率的な構造物の維持管理を実現してい
きたいと考えている。




