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Abstract: In local government, road patrol has been conducted to maintain the road. However, it is 

difficult to operate and maintain the road continuously by a lack of engineering staff and progression 

of road aging and deterioration. It is necessary to find the damage points efficiently. In this study, a 

pickup and delivery service car is used for road pavement maintenance. It has a video and a GNSS 

sensor to collect a state of pavement and attachment. This paper describes sensors, collecting data, 

and fundamental analysis. 
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1. はじめに 

もっとも重要な社会インフラである道路にお

いては，人口密集地の市街地から過疎地域の中山

間地域までを対象とし，国道，主要地方道の幹線

道路から生活道路まで多様な種別があり，管理上

の課題も多種多様である．地方公共団体は，道路

を維持管理するために日常から専用車両を用い

て，職員自らが道路パトロールを実施し，クラッ

ク，ポットホール，陥没などの損傷を発見し，補

修作業を行うことが多い．しかし，地方公共団体

職員による道路パトロールでは，高齢化に伴う技

術職員不足や道路の経年過や老朽化の急速な進

展により，その需要に対応できないため，道路損

傷箇所を効率的かつ早期に発見することが要求

される．道路舗装の簡易な劣化診断を目標とする

取り組みとして，カープローブデータの挙動履歴

を用いた研究（吉武ほか，2013）や同じくカープ

ローブデータを用いて舗装劣化箇所を抽出する

研究（今井ほか，2013，2014）がある．また，住

民が発見した道路損傷箇所の写真を投稿し，それ

らを元に路面損傷判定を行う研究（前田ほか，

2016）も実施されている． 

これらの研究動向を踏まえ，本研究では，道路

損傷箇所を効率的に発見することを目的に，全国

規模で事業展開する宅配便事業者の集配車両に

GNSS（Global Navigation Satellite System）やカメ

ラを取り付け，それらから収集するデータを基に，

道路損傷箇所の発見可能性を検討する．本研究に

は，センサにより日々の走行車両データを蓄積し 
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図-1 本研究の概略 

利用する技術を提案する点に新規性がある．本研

究では，浜松市を対象にデータを収集し，カメラ

映像から道路の損傷箇所を見付け出すことがで

きるかどうか，また，GNSS により車両の動きを

可視化し，その特異な動きにより道路の異状箇所

を特定できるかどうかを分析する．これらの抽出

率を向上して，地方公共団体のパトロールの代替

となる損傷発見の一次情報として利用すること

を目指す． 

 

2. データ収集と分析の概略 

2.1 本研究の概略 

本研究の概略を図-1に示す．全国に事業を展開

する宅配便事業者の集配車両に，加速度，GNSS

およびカメラの各センサを取り付け，集配業務を

行うための走行中にセンサからデータを取得す

る．収集したデータを地理空間分析し，車両の特

異な動きからポットホールや水溜まりなどを発

見する可能性を見出す．また，位置情報と映像

データを併せて，不具合レベルの判定を行う． 

並行して，地理空間情報上での劣化箇所の重畳

や詳細箇所の特定・分析により，道路パトロール

を実施するためのスクリーニングを行う．これら

により，予防保全策を検討し，道路管理者に提案

する． 

2.2 集配車両に搭載するセンサ機器 

集配車両に搭載するセンサ機器を図-2 に示す．

車両には，路面や道路付属物の映像を撮影するた 

 

図-2 集配車両と搭載する機器 

 

図-3 研究フィールド（地図：Google Maps） 

めのカメラ，経緯度により走行経路と車両の動き

を計測するための GNSS，走行時の傾斜や衝撃を

計測するための加速度センサ，そして，センサ

データを保管するためのタブレット PC を搭載す

る．本稿では，これらの機器のうち，カメラとし

て Web カメラを用いて車両走行時の映像を撮影

し，GNSS データも同時に収集した結果とそれら

の分析結果について報告する． 

 

3. データの収集と分析 

3.1 集配車両によるデータ収集 

本研究では，浜松市天竜区二俣地区（図-3）を

対象として，宅配便事業者の集配車両に Web カ

メラと GNSS を設置して，2017 年 12 月 21 日か

ら 27 日までの 7 日間にデータを収集した． 

3.2 集配車両による地域の網羅性 

センサ機器を搭載した集配車両が集配エリア 



 

図-4 走行網羅性 

である二俣エリア内において走行した路線を網

羅率として分析する．データ収集期間にエリア内

の集配車両が走行した路線を図-4に示す．網羅率

は，浜松市が管理する国道，県道および市道を対

象として，エリア内の全路線に対する走行路線を

表す．分析の結果，網羅率は，路線数では 88.3％，

路線長では 82.5%であった．これは，集配車両が

地域内の路線を高い網羅性で走行することを示

し，道路パトロールの一次スクリーニングとして

利用できる可能性があると言える．一方，GNSS

の走行軌跡から車両走行の特異データを抽出し，

劣化箇所を抽出するためには，高精度な GNSS が

要求され，多くの集配車両に搭載して運用するた

めの安価な機器を検討する必要がある． 

3.3 映像データから路面状態の確認 

映像データから路面の状態を確認し，破損箇所

を発見する可能性を検討するために，映像データ

を目視により分析した．分析においては，表-1に

示す路面と道路付属物の状態を確認する対象と

した．映像データから得られる情報を図-5に示す．

映像データの目視により，路面と道路付属物の状

態を抽出することができるが，映像データから自

動で破損箇所を発見する技術が望まれる． 

 

表-1 映像データから確認する項目 

対象物 分類 

路面の状態 

車線 白線の濃淡 

横断歩道 白線の濃淡 

路面表示 オレンジ線の濃淡 

白線の濃淡 

舗装 水溜まり 

ポットホール 

ひび割れ 

山道 落石・倒木などの有無 

道路付属物等の状態 

カーブミラー 破損箇所の有無 

防護柵 破損箇所の有無 

標識 破損箇所の有無 

ガードレール 破損箇所の有無 

踏切 破損箇所の有無 

高架橋 状態 

消防設備 破損箇所の有無 

側溝 破損箇所の有無 

工事現場 状況、転倒物などの有無 

通行者 安全性 

 

4. 道路維持管理担当者との意見交換 

集配車両によって収集したデータと分析結果

について，道路構造物の維持管理での活用や安全

運転支援への活用の可能性について，浜松市土木

部との意見交換を行った．道路管理者からは次の

意見のように，集配車両により網羅的に収集する

位置情報と画像データを維持管理に活用する期

待がある一方で，大量のデータを取り扱い，確認

する運用面での課題が挙げられた． 

・山間道路が多く，画像による分析結果は有効で

ある．ただし，データの確認方法や取扱方法の

検討が必要である． 

・予防保全や危険度の判定ができれば，事後対応 



 

 

図-5 映像データから得られる情報 

よりコストを削減できる可能性がある． 

・客観的な数値データの取得により，保全計画立

案を行いやすくなる． 

・自治会からの要望や住民からの通報により補修

を行うことがほとんどである．画像解析や機械

学習によって，事象の予兆が分かるようになる

と良い． 

・リアルタイム性があれば，積雪や大雨の情報に

より交通規制の判断に使用したい． 

・大量のデータを提供されても利用できないので，

アラートのみが発生するようにしてほしい． 

 

5. おわりに 

本研究では，道路維持管理において，路面と道

路付属物の状態を把握し，効率的に破損箇所を発

見することを目的として，全国展開する物流事業

者の集配車両に Web カメラと GNSS センサを搭

載してデータ収集し，その基礎分析を行った．そ

の結果，研究フィールドにおける車両の走行網羅

率は 80％以上であり，路面の状態を把握できる可

能性が示された．また，映像データの分析からは，

路面と道路付属物の状態を確認できることが示

唆された． 

本研究は，全国の幹線道路と生活道路の情報を

収集し，データ解析・処理による道路モニタリン

グを実施することにつながる．今後も集配車両に

よる GNSS と映像データを収集して，より詳細な

分析を実施するとともに，加速度センサを搭載し

て，位置，映像および加速度データを組み合わせ

て道路損傷の発見技術を研究する． 
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