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第1章 まえがき 

1-1 研究背景 

道路における施設補修や苦情対応などを行う維持管理業務は，住民にとって重要

なサービスである．道路維持管理において，増大する維持管理需要を限られた予算

で賄いつつ，サービス水準を維持すること，および，業務効率化や経験の浅い道路

管理者の支援が求められている．維持管理業務を適切に行うためには，点検や補修

などの情報（以下，維持管理情報という）を最新かつ品質の確保された状態で利用

できる環境が必要である 1)．維持管理業務では，維持管理に係わるシステムの長期

運用によってデータが蓄積され，これを業務における評価や判定の根拠として利用

できることが求められ，対策の効果や問題点など過去に蓄積された研究成果や実構

造物における既往の調査結果に基づいて構築されたデータベースが必要である．し

かし，維持管理システムの長期運用データが蓄積された事例はきわめて少ない． 

道路事業では，設計・施工図書や道路台帳などの既存の紙媒体に加えて，電子成

果品や 3 次元データが生成されている．また，岩手県では，道路損傷・事故の位置

や写真，補修状況などを電子掲示板に掲載する道路維持管理システム（以下，位置

コミという）2)が運用されている．2004 年度からのシステム運用により，データ（以

下，位置コミデータという）が大量に蓄積されているが，現場対処での利用に留まっ

ており，再利用や連携が行われていない 3),4)．また，位置コミの対象外である施設

台帳，交通事故データ，マニュアルや要領類などの維持管理情報は電子データや紙

媒体で存在し，事務所内に散在しているため，維持管理担当職員（以下，担当職員

という）が情報を共有して利用することが難しい．これらの情報は，空間属性と時

間属性を有する“時空間情報”として維持管理で利用するニーズが高く，上記の課

題解決に有用である．したがって，担当職員が維持管理段階で流通する様々な情報

を効率よく利用できる環境が必要である．これらの課題解決のために，我々は Web 

GIS を用いて維持管理情報を共有・参照するポータルシステム 3),4)を提案し開発し

てきた．これを担当職員によって評価した結果，実業務で利用するためには，デー

タ分類のより詳細な項目設定，直感的な操作，過年度の損傷や苦情を同時期に知ら

せる情報提示という課題が残った． 
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1-2 研究目的 

本研究では，道路管理者が紙・電子を含む最新かつ品質の高い時空間情報を利用

し，サービス水準を維持した道路維持管理を遂行することを目的として，時空間情

報ポータルを開発する．時空間情報ポータルには，道路点検や補修の結果の他に，

設計や施工の情報もある．道路のライフサイクルに渡る情報を対象とする必要性，

および地域特性を踏まえた時空間情報ポータルとするため，変化に柔軟に対応でき

る必要がある．あらゆる道路維持管理情報に対応するために，道路データモデルを

構築し，これを核とする時空間情報ポータルとする．システムを岩手県県南広域振

興局土木部北上土木センター（以下，北上土木センターという）で運用し，その結

果をもとに業務でのシステム利用可能性の観点から考察する．なお，提案システム

で対象とする維持管理情報は，北上土木センターで 6 年間蓄積された位置コミデー

タ 4,549 件，交通事故データと要領類である． 

本研究は，道路事業の上流から下流までの時空間情報を対象に道路データモデル

を構築し，これを核とする時空間情報ポータルとして，実データを用いた Web GIS

の応用システムを開発する点に新規性がある．そして，道路維持管理の実務担当者

によるシステム評価を行い，システムの利用可能性を明らかにする点に意義がある．

システムを現場職員に利用してもらうため，現場のニーズに即したソリューション

を提供し，県全域に展開することができる．そして，携帯情報端末による時空間情

報ポータルの応用利用や 3 次元データの利用を構想しており，点検・補修現場での

利用や他地域での利用に展開できるものを目指す． 
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第2章 道路維持管理業務の現状分析 

2-1 業務内容 

道路は計画，調査，設計，施工，維持管理というサイクルで運用されている．こ

のうち維持管理は機関によって様々に定義されているが，基本的には図 2-1 のとお

りであり，その業務内容は「維持」と「管理」に大別される 5)．道路維持とは，道

路の維持修繕および災害防除・復旧を指し，状況把握のためのパトロールや施設台

帳管理などを含む．一方，道路管理は，許認可や法令事務を行うことを指す．維持

管理業務は，一般的に計画的維持管理と対症的維持管理に分類される 6),7)．計画的

維持管理は将来起こりうる事態を予測し，選択された計画に基づき行われる．対症

的維持管理は既に生じた問題に迅速に対応するものである．対症的維持管理は，住 

 

 

図 2-1 道路維持管理業務の概要 5) 

 （1）道路施設・公用地の引継ぎ 道路施設の引継ぎ 

公用地の引継ぎ 

道路通行規制 

災害時の緊急対応 

道路事故の処理 

（3）道路通行の規制・管理 

計画的な維持修繕 （4）道路施設の維持管理 

緊急修繕の実施 

道路環境維持の実施 

道路施設台帳の更新・保管 （5）道路施設管理 

（6）公用地管理 道路区域の決定・変更 

用地確定図の更新・管理 

道路占用の許可 （7）道路の使用許可 

承認工事の許可 

特殊車両通行の許可 

無断占用の処分 （8）監督処分 

（2）道路の状況把握 道路パトロール 

苦情の受付 
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民による通報あるいはパトロールによる損傷発見，現地調査，対応検討，業者への

補修委託，補修，完了報告のプロセスで実施される．岩手県における対症的維持管

理の流れを図 2-2 に示す．本研究では，道路維持管理担当者と住民との接点が多く，

道路利用や維持管理の満足度向上に係わる対症的維持管理を対象とする． 

 

図 2-2 道路維持管理業務の流れ 
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2-2 岩手県における道路維持管理システム 

岩手県における道路維持管理システムは，岩手県立大学と株式会社小田島組の共

同研究開発をもとに，2004 年度より「位置コミ」2)として県全域の県管理道路を対

象に実運用されている．これは，日常の道路維持管理業務においてパトロールや通

報によって発見する道路破損の補修や清掃などの案件を対象とする．担当者が携帯

電話やデジタルカメラで撮影した画像と状況を Web 上で管理職員と共有し，指示・

報告を行う電子掲示板システムである．位置コミには，事象タイトル，投稿日，投

稿者名，写真，位置情報（地図，緯度経度）が登録され，各事象について進捗状況

（指示，作業開始，途中報告，終了）が報告される．位置情報は，事象ごとに登録

される．位置コミの画面例を図 2-3 と図 2-4 に示す．これはグループウェア機能を

有しているので，担当者以外の職員が情報を共有することができる．位置コミは次

の流れで使用される（図 2-5） 

1) 住民からの道路破損などの苦情，または道路パトロール中の作業員が道路や河川に

おける破損箇所などを発見した場合，道路管理担当職員が携帯電話やデジタルカメ

ラを使って現場の写真を撮影する． 

2) その画像を道路管理担当者が位置コミに投稿し，位置コミサーバに登録する． 

3)4)事象が位置コミに掲載されることにより，離れた位置にいる関係者も情報をすぐ

に閲覧し，情報を共有することができる． 

5) 道路維持管理担当職員は位置コミにアクセスし，破損個所の写真と地図で現状を把

握する． 

6) 出先機関以外の道路維持管理担当者が位置コミにアクセスし，情報を共有すること

ができる． 

7) 担当職員が施工業者に位置コミを使って指示し，指示を受けた施工業者が修理作業

を行う． 
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図 2-3 位置コミの画面例（1） 

 

 

図 2-4 位置コミの画面例（2） 
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図 2-5 位置コミの利用の流れ 

 

2-3 関連研究 

道路維持管理業務を支援する研究として，京都道守くんは京都府の道路維持管理

を対象に，Web 上で GIS を用いて情報を管理し，位置情報を視覚化している 8),9)．

これらの継続研究として，文献 10)では，論理思考プロセスと概念データモデリン

グに基づく維持管理業務の分析を行っている．その他にも，維持管理業務において

データマイニングやナレッジコンシェルジュ 11),12)が取り入れられている．しかし，

全ての事務所にナレッジコンシェルジュを配置するためにはコストを要し，暗黙の

業務知識を明示するのは難しい．また，データマイニングを用いて分析が行われた

が，効果は上げられていない． 

その他，関連研究として，道路舗装の維持管理を対象としたシステム 13)や RFID

と GIS を用いた道路施設管理支援システム 14)，電子国土 Web システムを用いた図

面データ管理システム 15)，道路台帳と走行画像を用いた点検作業支援システム 16)

がある．文献 12)では，電子国土 Web システムを利用し展開しているが，一般の人

が日常的に使い慣れているわけではない．これらのシステムでは，道路維持管理の

情報を定義して体系化した道路データモデルを考慮して開発されていない．本研究

では，長期にわたる道路維持管理における情報を扱うために，道路データモデルを

核とする実データを用いた時空間情報ポータルを開発する特徴がある． 

①

＜道路施設破損現場発見＞
携帯電話，デジタルカメラで撮影

②
登録 ③

位置コミに掲載

位置コミサーバ
修復・結果報告

⑦施工業者に指示

位置コミで把握した状況に基づき，
速やかな修繕を指示

④
位置コミ

にアクセス
⑤担当部署

道路施設破損の
状況を写真とコメント，

位置で確認

件名・コメントを
つけることも可能

離れた関係者も
位置コミにアクセス可能

⑥離れた関係者

施工業者

離れた関係者との
情報共有可能
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2-4 現状業務の課題 

2-4-1 現状業務の分析 

本節では，現状の道路維持管理業務の課題を明らかにするために，そのプロセス

を分析し整理する．業務分析の手法として UML（Unified Modeling Language）

のアクティビティ図を利用する．ここでは，業務プロセスを把握し，業務において

必要となる機能を洗い出す．業務プロセスを整理した情報は後述の業務マニュアル

の機能でも利用する．図 2-6 は，パトロールによる要請を処理する流れを示し，道

路巡回者からの要請があったときに担当職員が行う業務である．図 2-7 は住民通報

を処理する流れを示し，住民から担当職員に対して要望があったときに担当職員が

行う業務である． 

 

2-4-2 課題 

研究フィールドにおける維持管理業務のプロセス分析と位置コミデータの分

析 3),4)より，以下の課題を抽出した． 

 道路台帳，位置コミデータ，交通事故データ，点検要領などの維持管理情報は

電子データや紙媒体で存在し，事務所内の保管庫やサーバ，担当者の PC など

に散在しているため，担当職員が情報を共有し，迅速に利用することが難しい． 

 位置コミでは案件毎に位置図を表示して内容を確認するため，担当職員が俯瞰

して地域毎や交差点，路線の特性を掴むことが困難である． 

 担当職員は定期的に異動し，前任者からの業務知識の引継ぎの機会が乏しい．

そのため，担当職員は試行錯誤しながら，業務の流れや要領などを習得し業務

を行っており，業務効率が悪い． 

また，先行研究において道路管理情報ポータルを提案し，2009 年 11 月～12 月

の約 1 ヶ月間に北上土木センターで評価した結果 4)より，以下の課題が残った． 

 位置コミデータを整理し Web GIS で可視化するために補修，災害処理，事

故処理，清掃などの 10 種類に分類したが，実用性を高めるためにより詳細

な分類項目を設定する． 

 パソコン操作に不慣れな技術者でも情報をスムーズに取得できる直感的な

操作が必要である． 



 

 

 過年度度の損傷や

図 2-6

や苦情の内容

6 パトロー

9

容を同時期に

ールによる要

 

に知らせる

要請を処理

情報提示が

理する流れ 

が必要である

 

る． 



 

 

 

図 2-7 住

10

住民通報を処処理する流流れ 
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第3章 道路データモデル 

3-1 プロダクトデータモデル 

製造や建設分野では，構造物の情報を定義しモデル化したものをプロダクトデー

タモデル（Product Data Model）という．プロダクトデータモデルは，構造物の計

画，設計，施工，維持管理において生じる 3 次元形状情報と属性情報を併せ持ち，

これらを定義し体系化したものである．社会基盤構造物のライフサイクルで発生す

る情報は，多くの利用者やシステムによって利用される情報を抽出して分析するこ

とによってプロダクトデータモデルで表現することができる 17)-20)．従来までの社会

基盤構造物に係わるシステムでは，システム毎に異なる情報形式が利用されてきた

ために，関係者間やシステム間で情報を交換・共有することが困難であった．また，

現状の情報交換は，それぞれのフェーズでの個別の情報交換が主となっており，計

画，調査，設計，施工，維持管理へと続く社会基盤構造物のライフサイクルでの真

に利用可能な形態での情報流通については十分に考えられていない．プロダクト

データモデルを活用した業務を行うことは，現行の業務プロセスを変革し，新しい

業務を実現とすることである．プロダクトデータモデルの構築にあたっては，複数

の業務に共通して利用できる情報を定義し設計する必要がある．研究代表者は，こ

れまでに社会基盤構造物のデータモデルのあり方を提案し，データモデルを構築し

てきた 21),22)．プロダクトデータモデルの構築は，前提条件の設定，現状業務の分析，

要求機能の分析，プロダクトデータモデルの構築，プロダクトデータモデルの活用

基盤の構築，プロダクトデータモデルの修正・更新・追加という手順で実施される．

プロダクトデータモデルの構築手順を図 3-1 に示す． 

（1）前提条件の設定 

プロダクトデータモデルを構築する目的を設定し，分析すべき事業および組織な

どの対象範囲と重視すべき箇所を決定する． 

（2）現状業務の分析 

組織，担当者および情報システムの活動・責任の範囲を明らかにし，業務項目を

整理する．業務項目を網羅するように業務の流れを整理し，分析手法を用いてその

流れを可視化する．そして，対象業務の問題点を抽出し，解決策を提案する． 

（3）要求機能の分析 

対象とする業務に携わる関係者の視点から，業務面における要求機能を抽出する．
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ここで問題の解決策を設定する． 

（4）プロダクトデータモデルの構築 

業務分析の結果から重要度の高い情報を抽出する．分析手法に従って情報を整理

し，プロダクトデータモデルとして構築する． 

（5）プロダクトデータモデルの活用基盤の構築 

プロダクトデータモデルを対象範囲で活用するために，これを用いた業務の流れ

を活用シナリオとし，活用シナリオにおいて情報の流れを時系列で定義したものを

活用体系として可視化する． 

（6）プロダクトデータモデルの修正・更新・追加 

作成したプロダクトデータモデルを業務の変化や情報の追加によって修正，更新

する． 

 

 

図 3-1 プロダクトデータモデルの構築手順 

 

前提条件の設定

・ 目的の設定
・ 対象範囲の設定

現状業務の分析

・ 業務項目と業務の流れの整理
・業務の流れの可視化
・問題点の抽出と解決策の提案

プロダクトデータモデルの構築

・ 情報の抽出と整理
・ プロダクトデータモデルの構築
・スキーマの作成

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｰﾀﾓﾃﾞﾙの活用基盤の構築

・ 活用シナリオの作成 （新業務モデルの構築）
・活用体系の構築（情報の流れの可視化）

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｰﾀﾓﾃﾞﾙの修正・更新・追加

要求機能の分析



 13

 

図 3-2 プロダクトデータモデルを核とする道路維持管理の概念 

 

社会基盤構造物の運営プロセスでは，設計・施工段階に発生する CAD データ，

設計解析結果，数量計算結果，維持管理段階に発生する点検，補修・補強の結果な

どの膨大な情報が取り扱われる．さらに，環境情報，施設の利用情報，点検や維持

補修の情報が多くの事業主体に分散して蓄積，利用されており，これを将来の計画

や対策の立案と評価などに利用する必要がある．プロダクトデータモデルを核とす

る道路維持管理の概念を図 3-2 に示す． 

 

3-2 道路データモデルの構築 

本研究では，道路データモデルを構築し，これを核とする時空間情報ポータルを

提案する．本稿では，道路というプロダクトを対象とするため，道路データモデル

という．時空間情報ポータルが取り扱う情報には，道路点検や補修の結果だけでな

く，設計や施工の情報もある．道路のライフサイクルにわたる情報を対象とする必

要性，および地域特性を踏まえた時空間情報ポータルとするために，変化に柔軟に

業務DB
維持管理計画データ

点検計画データ

劣化診断データ

点検データ

補修の要否判定ﾃﾞｰﾀ

他事例データなど

設計DB

施工DB

設計・施工

構造物DB
設計データ

施工データ

部材の健全度データ

初期点検データ
日常点検データ

定期点検データ
健全度評価データ
劣化予測データ

補修・補強データ

維持管理データベース

維持管理システム群

点検システム

計画システム

劣化診断システム

健全度評価システム

補修・補強システム

住民サービス

交通案内システム

苦情システム

プロダクトデータモデル
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対応できる必要がある．情報を標準化した道路データモデルを構築することにより，

道路管理者内および施工業者との間で情報を共有することができる．また，道路管

理者と施工業者が道路データモデルによって業務と情報を理解するとともに，位置

コミに記述すべき内容を把握して記述のバラツキを抑えることができる． 

本研究で提案する道路データモデルでは，幾何形状を含む構造物情報と道路維持

管理業務で生成される業務情報を分離して構築する．提案する道路データモデルを

図 3-3 に示す．構造物情報では，対象構造物について設計・施工後の道路管理に必

要となる諸元情報と道路維持管理に活用するために蓄積すべき情報を定義する．道

路の維持管理計画立案，点検，劣化診断，補修・補強を行う際には，部材の構造形

式や材料の情報などの諸元情報が必要である．設計・施工後に維持管理業務に流通

すべき情報に部材に関する全ての情報を保持することができるが，一つのモデルに

膨大な情報を付与することはモデルの操作性に支障をきたすことになるため，構造

物情報としては設計，施工後の維持管理業務に必要な情報のみを保持する．CAD

データや設計解析結果，数量計算結果などの情報については，設計，施工のデータ

ベースに蓄積された情報と設計，施工情報を連携することによって，維持管理業務

の関係者が要求する情報を参照できるようにする．構造物情報はシステム開発時に

全て整備される必要はなく，将来，設計・施工データが流通することを想定したも

のであり，可能な項目から段階的に整備する．データモデルでは，GoogleMaps 以

外の基盤地図を利用することを想定し，位置情報の表現（GM_Point または

GM_Polygon）を用いて地図情報と道路データモデルを関連付ける．また，維持管

理情報は作業の時間と案件が発生した位置を持つ時空間情報であるので，構造物情

報と業務情報はそれぞれ時間属性（TM_Instant）を有する． 

業務情報では，点検，補修要否判定，補修の概要と結果を保持し，維持管理の各

業務で利用すべき入力情報と業務の結果として発生する結果情報から構成される．

これは位置コミデータの内容と同様であり，既存データを利用する．また，道路デー

タモデルでは道路管理者が保有する交通事故データや業務要領といった，参照する

ニーズの高い情報を保持する． 
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図 3-3 道路データモデル 
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第4章 システムの設計と開発 

4-1 システム設計方針 

時空間情報ポータルの開発にあたり，2.4 節に述べた現状業務の課題に対応し

て，3 つのシステム設計方針を定めた． 

（1） 道路データモデルを核とする時空間情報ポータル 

点検・補修の位置コミデータや紙媒体などの維持管理情報を管理し，設計や施

工の情報を将来扱うために，維持管理情報を定義し，体系化した道路データモデ

ルをシステムの核とする．維持管理情報を体系化して利用することで，標識台帳，

照明台帳など各種台帳などの情報がシステムに追加，更新されても対応できるよ

うにする．作成された道路データモデルをもとに，維持管理情報を共有・利用す

るデータベース設計を行う． 

 

（2） Web GIS の利用 

本システムをはじめとする様々なシステムを長期間に渡って活用するために

は，担当職員が異動したとしても，システムを使い続けるための仕組みが必要で

ある．そのため，維持管理情報を参照する Web GIS のインタフェースとして，

担当職員が日常的に使い慣れている Google Maps を利用し，直感的に操作でき

るようにする．また，これを過年度の損傷や苦情を同時期に知らせるインタ

フェースとして利用する． 

 

（3） 業務支援の仕組み 

担当職員は定期的に異動するが，前任者からの業務知識の引継ぎがあまりなく，

後任の担当職員は試行錯誤しながら業務を行っているため，経験の浅い担当職員

を支援する必要がある．新任や異動してきた担当職員の業務支援を行うために，

業務プロセスと要領などを業務マニュアルとして可視化する． 

 

4-2 システム構成 

本システムのユースケース図を図 4-1 に，システム構成を図 4-2 示す．道路管理

者（担当職員）は，インターネット経由で時空間情報ポータルを利用する．地図機

能には，Google Maps API を利用した．本研究で対象とする維持管理情報は，位置 
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コミデータ（2004～2009 年度，4,549 件），交通事故データ（710 件，岩手県警よ

り借用），パトロール実施要領と道路巡回要領である．開発フェーズでは，道路デー

タモデルとデータベースを並行して構築した．データベースは，道路データモデル

に基づき設計されている．画面表示に HTML，API や動作処理に JavaScript と PHP 

5.2.9，データベースは MySQL 5.0.27 を利用した． 

 

4-3 機能開発 

本システムは次の 4 機能から構成される．また，北上土木センターから借用して

いる位置コミデータなどと岩手県警から借用している交通事故データを保護するた

めに，ログイン機能を開発する． 

 データ分類 

 地図展開 

 フィルタリング型情報提示 

 業務マニュアル 

 

4-3-1 データ分類機能 

位置コミデータを既存の住民通報登録システムの 44 項目と予算費目にて自動で

分類する．この機能は先行研究 4)の課題（位置コミデータをより詳細な項目により

分類する）に対応する．住民通報登録システムは，住民から動物の屍骸除去やポッ

トホールなどを電話で受け，その概要を Microsoft Excel ベースの一覧に記入する

ものである．分類項目は，各土木事務所で利用している住民通報登録システムの

44 項目に対応し，道路維持関係，通行規制，道路管理関係，道路工事関係，道路

事業要望，用地補償関係，その他に大分類され，それぞれ細分類される．分類項目

を表 4-1 に示す．例えば，大分類：道路維持関係では，パッチング，クラック，路

面の汚れ，動物の屍骸駆除などが細分類となる．分類のアルゴリズムとしては，位

置コミデータのタイトルを参照し，細分類を構成するキーワードに合致しているか

どうかを判断する．細分類のキーワードを表 4-2 に示す．例えば，「夏油温泉江釣

子線 うさぎもり橋 パッチング」というタイトルの場合，パッチングというキー

ワードにより，分類項目「パッチング」に分類される．分類結果を先行研究 4)にお
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ける結果と比較したところ，誤差が数件以内であったため，このアルゴリズムによ

る分類が正確であると判断した． 

本研究で対象とする位置コミデータを表 4-1 に従い分類すると，表 4-3 に示す結

果となる．本機能は，各分類項目の参照，各分類項目の統計，予算区分統計の 3

サブ機能から構成される． 

 

表 4-1 分類項目 

大分類 細分類 

道路維持関係 

パッチング 照明（道路） 

穴ぼこ・クラック 機器関係（道路） 

路面の汚れ 倒木 

落石 草刈（道路） 

動物の屍骸駆除 枝払い（道路） 

法面・路肩崩壊 街路樹（道路） 

構造物異常（道路） 除雪（道路） 

排水施設関係 消融雪装置 

交通事故 ゴミ・落下物 

交通安全施設 その他（道路維持） 

通行規制 
災害等 その他（通行規制） 

工事関係  

道路管理関係 
 

不法占用（道路） 用地境界（道路） 

許認可（道路占用工事等） その他（道路管理） 

不法投棄（道路）  

道路工事関係 

工事騒音・粉塵等（道路） 道路照明 

建物等被害（道路） 標識（道路） 

取付道路（道路） 環境（遺跡・動植物等）（道路）

排水構造物（道路） その他（道路工事） 

安全施設（道路）  

道路事業要望 
改良・新設要望 その他（道路事業要望） 

歩道設置要望  

用地補償関係 
用地（道路） その他 

補償（道路）  

その他 その他  

 

表 4-2 細分類キーワード 

細分類項目 細分類を構成するキーワード 
パッチング パッチング 
穴ぼこ・クラック 穴ぼこ，穴，クラック，仕上げ，補修，ポット

ホール，剥離 
路面の汚れ 汚れ 
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細分類項目 細分類を構成するキーワード 
落石 落石 
動物の死骸除去 死骸 
法面・路肩崩壊 路肩，法面，復旧，崩壊 
構造物異常（道路） 異常 
排水施設関係 排水，側溝，グレーチング，清掃 
交通事故 事故 
交通安全施設 スノーポール，ガードフェンス，ガードレール，

デリネ，デネレ，インターロッキング，固定，

拡幅，埋戻，くくりつけ溶接，修正，修理 
照明（道路） 保安灯 
機器関係（道路） 交換，補強，破損 
倒木 倒木 

草刈（道路） 草取，草刈，除草 

枝払い（道路） 伐採，枝切り，枝払い，剪定 
街路樹（道路） 街路樹 
除雪（道路） 除雪，雪おろし，雪降ろし，雪下ろし，雪屁落

とし，雪処理，排雪 
消融雪装置 凍結防止，融雪，抑制剤 
ゴミ・落下物 除去，処分，運搬，刈草，ゴミ，落下物 
その他（道路維持） 駆除，脱落，片付，切断，整理，重曹，巡回，

撤去，修繕，回収 
災害等 災害 
工事関係 工事，規制 
その他（通行規制） その他（通行規制等），通行止 
不法占用（道路） 不法占用 
許認可（道路占用工事等） 許認可 
不法投棄（道路） 不法投棄 
用地境界（道路） 用地境界 
その他（道路管理） その他（道路管理） 
工事騒音・粉塵等（道路） 騒音，粉塵 
建物等被害（道路） 建物 
取付道路（道路） 取付 
排水構造物（道路） 排水構造物 
安全施設（道路） 安全施設，設置 
道路照明 道路照明 
標識（道路） 標識 
環境（遺跡・動植物等）（道路） 環境 
その他（道路工事） その他（道路工事），歩道 
改良、新設要望 改良，新設要望 
歩道設置要望 歩道設置要望 
その他（道路事業要望） その他（道路事業要望） 
用地（道路） 用地 
補償（道路） 補償 
その他（道路用地補償） その他（道路用地補償） 
その他 その他 
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表 4-3 位置コミデータの分類結果 

大分類 細分類 
2004
年度

2005
年度

2006
年度

2007 
年度 

2008 
年度 

2009
年度

道路維

持関係 

パッチング 0 0 194 120 132 99
穴ぼこ・クラック 223 176 94 65 70 56
路面の汚れ 0 0 1 0 0 0
落石 1 2 3 12 3 1
動物の死骸除去 6 17 37 55 55 34
法面・路肩崩壊 8 18 64 116 13 9
構造物異常（道路） 0 0 0 0 0 0
排水施設関係 48 89 87 137 73 90
交通事故 13 15 29 28 14 15
交通安全施設 25 67 26 34 19 14
照明（道路） 0 0 0 0 3 0
機器関係（道路） 23 64 10 12 5 21
倒木 11 22 21 23 18 17
草刈（道路） 6 14 66 26 26 7
枝払い（道路） 5 12 35 19 23 12
街路樹（道路） 2 4 1 4 3 0
除雪（道路） 21 5 10 9 1 4
消融雪装置 8 5 0 0 1 0
ゴミ・落下物 8 11 9 23 15 5
その他（道路維持） 17 47 52 28 73 22

通行 
規制 

災害等 1 0 1 1 5 0
工事関係 0 0 0 2 5 0
その他（通行規制） 3 6 6 3 8 3

道路管

理関係 

不法占用（道路） 0 0 0 0 0 0
許認可（道路占用工事等） 0 0 0 0 0 0
不法投棄（道路） 1 8 0 1 0 2
用地境界（道路） 0 0 0 0 0 0
その他（道路管理） 0 0 0 0 0 0

道路工

事関係 

工事騒音・粉塵等（道路） 0 0 0 0 0 0
建物等被害（道路） 0 0 0 0 0 0
取付道路（道路） 0 1 1 1 0 0
排水溝（道路） 0 0 0 0 0 0
安全施設（道路） 10 23 35 22 18 14
道路照明 0 0 0 0 0 0
標識（道路） 5 2 2 1 1 0
環境（遺跡・動植物等）（道路） 1 0 0 0 0 0
その他（道路工事） 27 7 1 5 3 8

道路事

業要望 

改良、新設要望 0 0 0 0 0 0
歩道設置要望 0 0 0 0 0 0
その他（道路事業要望） 0 0 0 0 0 0

用地補

償関係 

用地（道路） 0 0 0 1 0 0
補償（道路） 0 0 0 0 0 0
その他（道路用地補償） 0 0 0 0 0 0
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大分類 細分類 
2004
年度

2005
年度

2006
年度

2007 
年度 

2008 
年度 

2009
年度

その他 その他 428 109 180 85 23 83
合計  901 724 965 833 610 516

 

図 4-3 各分類項目の参照 

 

（1） 各分類項目の参照 

これは，データベースに登録されている位置コミデータを参照する機能である．

年度と細分類項目にて絞り込み検索を行い，担当職員が閲覧する．表示される内

容は，位置コミデータの通し番号，タイトル，大分類項目，細分類項目である．

位置コミデータの中に緯度・経度情報が存在する場合は，個別の位置コミデータ

を地図表示する．個別に地図を表示する際は，別のウィンドウを起動する．各分

類項目の参照サブ機能は，過去に起こった案件参照などに利用する． 

担当職員は，年度と細分類項目を選び（図 4-3），位置コミデータの絞り込み検

索を行う（図 4-4）．また，位置コミデータの中に緯度経度情報が存在する場合は，

個別に位置コミデータを地図表示する（図 4-5）． 
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図 4-4 位置コミデータの分類検索 

図 4-5 案件の地図表示 
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図 4-6 各分類項目の統計画面 

 

（2） 各分類項目の統計 

これは，分類項目（大分類，細分類）をもとに，分類した位置コミデータを過

去の年度ごとに統計表として表示する機能である．分類統計結果を見ることに

よって，位置コミデータの分類傾向を把握する機能である．図 4-6 に示すように，

位置コミデータの件数が年度・月毎に一覧表示される． 

 

（3） 予算区分統計 

これは，次年度の予算計画の策定時の参考にするために，予算区分統計サブ機

能を作成する機能である．位置コミデータを土木事務所における予算区分（表

4-4）に合わせ，分類結果を表示する．図 4-7 に示すように，予算区分をもとに

位置コミデータを分類し，分類結果を統計的に表示する．予算区分は，細分類さ

れている位置コミデータを利用し，それぞれの予算区分に該当する細分類項目に

て分類される．例えば，「夏油温泉江釣子線 うさぎもり橋 パッチング」とい

う案件はパッチングに分類され，これが道路維持修繕事業に属するので道路維持

修繕事業に分類される． 
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表 4-4 予算区分の詳細 

予算区分 詳細 
交通安全施設整備事業 道路照明，道路標識，視線誘導標，反射鏡・防護策

施設修繕事業 側溝，歩車道境界ブロック等の施設 
道路維持修繕事業 舗装 
橋梁維持修繕 老朽化及び交通量増加で破損が著しい箇所の塗装 

道路管理費（委託料・需要

費） 

照明灯電気料・緊急標識・照明灯具交換・車審査資

料・電話料・ジェットファン等委託・使用料 
道路維持補修・路面応急・道路パトロール・道路清

掃・草刈 
砂利道補修・台帳補正 

 

図 4-7 予算区分統計の画面 

 

4-3-2 地図展開機能 

本機能では，年度，月，データ分類結果をもとに位置コミと交通事故のデータを

先行研究 4)の課題（パソコン操作に不慣れな技術者でも情報をスムーズに取得でき

る直感的な操作）に対応して Google Maps で一元的に表示する．Google Maps を

利用するために，Google Maps API を利用する．大分類項目ごとにマーカーの色

を変更し，マーカーには年度を表示し，最新の年度を強調するデザインとした．地

図展開画面を図 4-8 に，マーカーの色を図 4-9 に，これらを含むマーカー表示画面

を図 4-10 に示す．情報ウィンドウにはタイトル，時間，大分類項目，細分類項目

と画像を表示する．マーカーの絞込みには，年度，月や分類項目により，閲覧した

いデータの絞り込みをする．操作は，全てマウスのみで操作できるようにする．分
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類項目が多いので，ツリー型のリンクにする．地図上の情報ウィンドウには，位置

コミデータの概要としてタイトル，時間，大分類項目，細分類項目，画像を記載し

ている（図 4-11，図 4-12）．画像は，位置コミに最初に登録された画像を利用して

いる．位置コミデータの座標情報は 60 進数で表現されているため，10 進数に変換

し地図展開している．交通事故データには経緯度による位置情報が記載されておら

ず，住所情報しかないため，東京大学空間情報科学研究センターのサービス 23)を

利用して住所情報をもとにジオコーディングを行った． 

 

図 4-8 地図展開画面 

 

図 4-9 マーカーの分類 
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図 4-10 マーカーの表示 

 

図 4-11 情報ウィンドウの案件内容表示 
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図 4-12 情報ウィンドウの案件の画像表示 

 

4-3-3 フィルタリング型情報提示機能 

これは，先行研究 4)の課題（過年度の損傷や苦情の内容を同時期に知らせる情報

提示）に対応し，システムログイン時に，その前後一週間に起きた位置コミデータ

の過去案件を地図上に表示し，パトロールの注意箇所の参考にする機能である．こ

こでは，道路パトロールにおける月毎の目標に応じて，位置コミデータのタイトル

によって情報を提示する．道路パトロールの目標を表 4-5 に示す．例えば，7 月度

のパトロール目標は「街路樹の繁茂による交通支障」であるため，草・木に関する

位置コミデータを表示する．パトロール目標ごとのキーワードを表 4-6 に示す． 

本機能では，システムログイン時に，トップ画面にその前後一週間に起きた案件

の位置コミデータを地図上に表示し，パトロールの注意箇所の参考にする．フィル

タリング型情報提示機能は，システムのトップ画面に地図展開機能を利用して表示

される．本機能を図 4-13 に示す． 
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表 4-5 パトロール目標の一覧 

目標 
舗装面の穴・凸凹の異常確認 
法面の異常（亀裂・湧水・はらみ）倒木・落石

舗装面の段差 
交通安全施設の確認 
カーブミラー及び道路標識（単柱式）の点検 
排水施設の点検関係 
街路樹の繁茂による交通支障 
雑草の繁茂による支障及び処理 
支障木の点検 
除雪状況確認 
歩道の異常（水溜り）

 

表 4-6 パトロール目標におけるキーワード一覧 

パトロール目標 キーワード 
舗装面の穴・凸凹の異常確認 パッチング，穴ぼこ，穴，クラック，仕

上げ，補修，ポットホール，剥離 
法面の異常（亀裂・湧水・はらみ）倒

木・落石 
落石，法面，路肩，復旧，崩壊，倒木 

舗装面の段差 段差  
交通安全施設の確認 
 

スノーポール，ガードフェンス，ガード

レール，デリネ，デネレ，インターロッ

キング，固定，拡幅，埋戻，くくりつけ，

溶接，修正，修理  
カーブミラー及び道路標識（単柱式）

の点検  
カーブミラー，標識 

排水施設の点検関係 
 

排水，側溝，グレーチング，清掃，排水

構造物  
街路樹の繁茂による交通支障 街路樹  
雑草の繁茂による支障及び処理 草刈，草取り 
支障木の点検 伐採，枝切り，枝払い，剪定 
除雪状況確認 除雪，雪おろし，雪降ろし，雪下ろし，

雪屁落とし，雪処理，排雪 
歩道の異常（水溜り） 歩道 
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図 4-13 フィルタリング型情報提示機能 

 

4-3-4 業務マニュアル機能 

業務マニュアル機能では，業務で利用する要領類や業務プロセスを可視化し，業

務支援を行う．維持管理情報は電子データや紙媒体で存在し，事務所内に散在して

いる．そのため，担当職員が情報を共有することが難しい．また，前任者からの業

務知識の引継ぎの機会が乏しく，新任や異動してきた職員は試行錯誤しながら業務

を行うため，業務効率が悪い．これらを解決するために，新任や異動してきた職員

が，住民からの通報あるいはパトロールによる案件対応の流れ，パトロール実施要

領などを確認する． 

業務マニュアル機能は，道路維持修繕に関して，住民通報として住民からの通報

に対する業務の流れ，パトロールとして道路巡回者からの要請による業務の流れ，

パトロール実施要領，道路巡回要領や本システムの使い方を掲載する（図 4-14）．

道路維持修繕の概要は，新任の担当職員が必ず目を通すものであり，使用頻度が高

い情報である．業務マニュアルとして，紙媒体を PDF 化した要領類を掲載するこ

とで，これを探す手間を省く． 
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図 4-14 業務マニュアルの項目 

 

図 4-15 道路維持修繕の業務概要 

 

マニュアル機能における掲載情報の詳細を以下に示す． 

 道路維持修繕とは 

図 4-15 に示すように，道路維持修繕の定義と説明を表示する． 

 

 業務の流れ 

業務マニュアル機能では，住民通報により行われる業務とパトロールにより行
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われる業務の流れを示す．住民からの通報に対する業務の流れを図 4-16 と図

4-17 に，道路巡回者からの要請による業務の流れを図 4-18 と図 4-19 に示す．シ

ステムでは，業務プロセスの概要からその詳細を表示する． 

図 4-16 住民から通報を受けた業務の流れ（1） 

図 4-17 住民から通報を受けた業務の流れ（2） 
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図 4-18 道路巡回者からの要請による業務の流れ（1） 

 

図 4-19 道路巡回者からの要請による業務の流れ（2） 

 

 要領類 

ここでは，要領類を PDF 文書として表示する．パトロール実施要領を図 4-20



 34

に，道路巡回要領を図 4-21 に示す． 

 

図 4-20 パトロール実施要領 

 

 

図 4-21 道路巡回要領 
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第5章 システム評価と考察 

5-1 システム評価 

5-1-1 評価概要 

システムは北上土木センターにおいて 2010 年 10 月 20 日から 11 月 30 日まで

運用され，担当職員 3 名に利用された．システムは研究代表者の研究室にあるサー

バに設置した．システムを利用する際は，ID とパスワードを管理者が担当職員に

発行した．担当職員 3 名（男性 2 名，女性 1 名，年齢は 20 代，30 代，50 代）に

利用していただき，運用後に評価アンケートを行った．アンケート項目は 12 項目

あり，操作性と業務での利用可能性の観点で評価する．アンケートでは，良い：5，

やや良い：4，普通：3，やや悪い：2，悪い：1 の 5 段階評価とした．また，業務

での利用可能性を分析するため，職員に対して質問票に基づく半構造化インタ

ビューを実施した．操作性に関する質問を表 5-1，業務での利用可能性に関する質

問を表 5-2 に示す． 

 

表 5-1 操作性に関する質問項目 

（1）必要な情報を入手しやすいか 
（2）情報はわかりやすいか 
（3）操作は簡単か 
（4）情報ポータル全般について，操作はスムーズに行えるか 

 

表 5-2 業務での利用可能性に関する質問項目 

（5）システムの使用頻度はどれくらいか 
（6）道路維持管理に係わる情報を一元管理することは役に立つか 
（7）地図をベースに道路維持管理情報を参照することは役に立つか 
（8）過去の案件を参照する場面で役に立つか 
（9）突発的な案件が発生した場面で役に立つか 
（10）業務マニュアルは役に立つか 
（11）システムを今後も利用したいと思うか 
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表 5-3 操作性のアンケート結果 

 評価者 1 評価者 2 評価者 3 
パソコン操作について 得意 普通 あまり得意では

ない 
情報を入手しやすいか 3 3 5 
情報はわかりやすいか 3 4 5 
操作は簡単か 3 4 3 
操作はスムーズに行えるか 3 4 4 

 

5-1-2 評価結果 

（1） 操作性 

操作性のアンケート結果を表 5-3 に示す．結果は高評価ではなかったが，普通

以上の評価であり，日常的にコンピュータを利用する技術者が本システムを問題

なく操作できたと言える．したがって，先行研究の課題であった直感的な操作を

実現できたと考える．ただし，地図展開機能において多大な件数の案件を表示す

る際には，表示に時間を要することがあるため改善が必要である． 

 

（2） 業務での利用可能性 

業務での利用可能性のアンケート結果を表 5-4 に示す．システム利用頻度は，

週に 1 日程度であった．アンケート結果では，維持管理情報の一元管理，地図に

て維持管理情報の参照や業務マニュアルの評価は良い評価であった．また，過去

の案件参照には役立つという評価であったが，突発的な案件が発生した場面での

評価は低かった．これは，位置コミデータが処理済案件であり，活用の機会が少

ないためである．一方，維持管理情報や業務マニュアルの一元化は，役立つとい

う意見をいただいた．ただし，実業務で本システムを利用するためには，住民通

報データや台帳データ（道路台帳や標識台帳など）などの維持管理情報が少ない

という意見があった．業務マニュアル機能については，各種マニュアルの所在が

明確になり有効であるが，使用頻度を上げるためには資料の充実が必要である． 
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表 5-4 業務での利用可能性のアンケート結果 

 評価者 1 評価者 2 評価者 3 
システムの使用頻度 

週に 1 度 週に 1 度 週に 1 度 

維持管理情報の一元管

理は役に立つか 
4 4 5 

地図での維持管理情報

の参照は役に立つか 
4 4 5 

過去の案件を参照する

場面で役に立つか 
3 3 5 

突発的な案件が発生し

た場面で役に立つか 
3 1 5 

業務マニュアルは役に

立つか 
5 4 4 

システムを今後も利用

したいと思いうか 
3 3 5 

 

（3） システム評価の課題 

本評価では対象者が 3 名と少なく，同じ事務所で同様の業務を行っている担当

職員という狭い範囲であった．情報処理学会の「情報システムの有効性評価手法

分科会」24)では，システム評価に統計手法を適用する場合には，狭い範囲で被験

者を募らない，一人の被験者を何度も採用しない，被験者の層別化を考慮する，

としている．本システムは道路維持管理業務を支援するためのものであり，対象

範囲を拡大することは難しいが，岩手県の広域振興局土木部 4 カ所と土木セン

ター10 カ所を評価対象とすること，被験者の業務経験を考慮すること，民間企

業の担当者も対象とすることによってより正確な評価を行えると考える．一方で，

安定した環境で一定量のデータを取得することは難しいため，質的アプローチと

して Grounded Theory Approach（GTA）を採用し，少数の担当職員に対する半

構造化インタビューによって，システムの価値として業務への有効性，業務知識

の継承や住民満足度の向上などを見出すことを考えている． 

 

5-2 考察 

5-2-1 道路データモデルを核とする時空間情報ポータル 

本研究では，道路維持管理業務において道路データモデルを核とする時空間情報
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ポータルを提案した．道路データモデルは，本研究の対象である点検や補修の情報

だけでなく，設計や施工を含めた幅広い情報を対象とする．提案システムでは，既

存の点検や補修の情報を対象とするに留まっており，道路のライフサイクル全般の

情報を有効活用するまでには至っていない．今後は，道路維持管理を実施するため

に必要となる住民からの通報データや，道路台帳や照明台帳など施設管理台帳など

の情報を道路データモデルとシステムで扱う必要がある．また，道路データモデル

を概念レベルのモデルとして改善していくことによって，担当職員の業務知識の継

承に利用できると考えられる． 

道路データモデルを核とする情報システムにすることによって，他の構造物管理

への適用が考えられる．特に道路と密接に関連する地下埋設物の維持管理において

は活用できる可能性が高いので，この点を考慮するデータモデルの検討が必要であ

る． 

 

5-2-2 業務での利用可能性 

担当職員へのインタビューにおいて維持管理情報や業務マニュアルの一元化は

役に立つという意見があったので，各機能が利用可能なレベルにあるといえる．シ

ステムの利用場面として，過去の案件検索や要領類の確認が挙げられ，時空間情報

ポータルを参照することで，業務で必要な情報を入手できる環境が役に立つと考え

る．本システムの業務における利用の流れを図 5-1 と図 5-2 に示す．図 5-1 はパト

ロールにおける利用の流れ，図 5-2 は住民からの通報に対する業務の流れである．

ただし，本システムが業務で日常的に利用されるためには，維持管理業務での利用

頻度の高い情報である住民通報登録システムのデータや道路台帳，施設管理台帳を

対象とすることが望ましい．次年度の位置コミデータや新たに施設台帳などの情報

が追加，更新されることを想定し，情報を簡単に登録できる機能が必要である． 

道路維持管理における対症的維持は，道路利用者による通報を受けて実施される

ことが多いことから，道路管理者と道路利用者の数少ない接点の一つである 6),7)．

道路の損傷発見までの所要時間短縮，通報までの待ち時間短縮，補修完了までの待

ち時間短縮を改善目標として設定し，システムを活用することが想定される．既存

の位置コミは対症的維持管理を対象としており，これらの改善目標に効果を発揮し
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ている．時空間情報ポータルは過去の案件を検索し，その対策を参照することによ

り，補修完了までの待ち時間短縮に活用できると考える．この定量的な評価測定が

課題である． 

一方，道路維持管理における大量の蓄積データは，計画的維持にあたるアセット

マネジメントの実現に必須である．ここでいうアセットマネジメントは，構造物を

資産と捉え，その建設・点検・維持管理・更新を含めた費用や便益を総合的に評価

する方法論である 25)．社会基盤構造物のアセットマネジメントは，点検・対策，

構造物（資産）マネジメント，資産会計マネジメントにより構成される．ここでは，

構造物の性能水準に対する現在の状態の把握が必要であり，点検や劣化予測の情報

が重視される．提案した時空間情報ポータルはアセットマネジメントの実現に十分

な情報を有していない課題があるが，これを核として必要十分な情報を蓄積し活用

できる環境を構築していく一助になると考える． 

さらに，時空間情報ポータルは道路の諸元データ，点検データなどを一元的に管

理することを想定しているため，地震や洪水など災害時に利用される可能性がある．

この検討にあたって，民間企業の土木技術者一名へのヒアリングを行い参考にした．

地震災害を時間軸でみると，災害発生前の準備期，発災後の応急対応期，その後の

復旧・復興期に区分される．震災後に道路維持管理を考察した文献 26）では，管理

図に道路諸元，点検，損傷履歴を加えた一元管理が必要とされ，準備期に道路情報

を蓄積するために時空間情報ポータルが有効であると考えられる．応急対応期には

停電によりコンピュータ機器やインターネット，携帯電話が使用できないこと，お

よび損傷した道路を迅速に修復することが優先され，ホワイトボードによって情報

共有されることから，システムを利用することは少ない．この場合，ホワイトボー

ドの記録を写真などで時空間情報ポータルに残し，復興期に参照する利用が考えら

れる．復旧・復興期には，設計・施工情報，日常的に蓄積した維持管理情報や震災

で修復した状況を時空間情報ポータルによって確認することができると考えられ

る．位置コミを用いて住民参加型により道路の損傷箇所を通報する「e みちつくり

隊」27）の活動においては，復旧期に東日本大震災に関する情報が蓄積された．以

上より，時空間情報ポータルは，災害の準備期における情報蓄積と復旧・復興期に

おける情報利用の場面で役立つ可能性があると考える．ただし，東日本大震災のよ

うな大規模災害では，応急対応期と復旧期が長期にわたり道路寸断や橋梁破壊など
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の大規模な補修，再構築が膨大に発生する．位置コミは舗装やガードレールの損傷，

動物の死骸処理など路面に係わる小規模な案件を対象とするため，復旧期であって

も位置コミとその情報を蓄積する時空間情報ポータルは利用されないことが想定

される．これらの点を踏まえて，時空間情報ポータルの利用可能性と課題を分析す

ることが必要である． 

 



 

図 5-1 パト
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ロールにお

 

おける業務のの流れ 

 



 

 

図図 5-2 住民
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民通報におけける業務の流れ 
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5-3 時空間情報ポータルの応用 

5-3-1 時空間情報ポータルの携帯情報端末への応用 

（1） 背景と目的 

道路維持管理の現場作業においては，道路，標識，照明などの台帳を参照した

いという要望が強い．しかし，現場に台帳付図を持ち運ぶことは，携帯性や利便

性などの点で難しい．そこで，時空間情報ポータルを携帯情報端末で利用できる

ように拡張することを考え，台帳と付図を情報ポータルで一元的に管理し，作業

現場でタブレット PC を用いて参照できるシステムを提案する．ここでは，道路

維持管理業務でもっともよく利用される道路台帳を対象に，携帯情報端末を用い

た時空間情報ポータルについて検討する． 

 

（2） 現場での情報活用における課題分析 

道路台帳は，道路管理者が管理する道路の起終点，幅員などを記載した調書と

図面からなる台帳で，道路法により調製が義務付けられている．研究フィールド

における道路台帳管理と利用の現状を分析し，以下の問題点を抽出した． 

 道路台帳付図は A3 サイズよりも大きいサイズで総重量が 10kg 以上の紙媒体

で事務所に保管されており，延長が長い路線の場合，数冊にもなる．また，事

務所内でも頻繁に参照されるため，持ち出しが困難である．携帯性を考慮した

A4 サイズの台帳付図が作成されているが，文字が小さく，不鮮明であるため

使いづらい． 

 現場では現在地とそこに該当する台帳付図との照合が必要であるが，地名や路

線名，目標対象物が付近にないと道路台帳付図を検索することに時間がかかる．

また，災害現場などで付近の目標物が倒壊などしていた場合，台帳付図を検索

することが難しい． 

 新任あるいは異動してきた職員や，台帳付図を使い慣れていない職員が現地に

行った際，目標物をもとに該当の台帳付図を探し出すために非常に時間を要す

る． 
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（3） タブレット PC を用いた道路台帳管理システム 

道路台帳管理における問題点を解決し，現場での効率的な維持管理業務を支援

するために，以下のシステム設計を行った． 

 時空間情報ポータルにおける台帳管理 

時空間情報ポータルを拡張し，道路台帳の調書と図面を参照，共有できるよう

にする．また，維持管理情報を定義し体系化した道路データモデルを拡張して台

帳情報を対象とし，これにもとづきデータベース化する．台帳情報は時空間情報

ポータルと同様に Web GIS を用いて参照する． 

 タブレット PC を用いた台帳情報の参照 

現場で台帳付図を参照するために，台帳付図の拡大，縮小などを行い，A3 の

紙媒体で参照したときと同等の視認性を有するタブレット PC を使用する．この

際，インターネットを利用するため，3G 回線を使用する．操作性に関しては，

既存のタッチペンを利用する端末ではなく，直感的な操作を行えるものとする．

一方，3G 回線が普及していない山間部などでも維持管理業務を行う必要がある

ため，オフライン状態でもシステムを利用できるように地図情報と台帳付図情報

をタブレット PC 内に保持する． 

 GPS 機能を利用した現在地取得 

維持管理担当職員が作業現場や被災地に該当する台帳付図を見付け出せない

問題に対しては，タブレット PC の GPS 機能を用いて現在地を取得し，その位

置の台帳付図を地図上に表示する．地図を描画するために，Google Maps API を

用いる． 

 

（4） システム構成 

本システムは，台帳データや各種維持管理データなどを保持しているサーバと

時空間情報ポータルを利用する PC，作業現場で本システムを利用するためのタ

ブレット PC で構成される．システム構成を図 5-3 に示す．データベースには，

時空間情報ポータルに追加する道路台帳情報として台帳付図，道路台帳を管理．

検索するための位置座標，住所，路線，目標物名の情報を保持する．使用するタ

ブレット PC は，台帳付図を表示するために十分な画面サイズを有すること，マ

ルチタッチで現場での操作性を確保できること，3G 回線への対応，GPS レシー 
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場の担当職員は，iPad 内の電子コンパスを利用して，作業しやすい任意の方向

に地図を向けることができる．台帳付図の検索は，路線，住所，付近の目標物名

による検索と，GPS 機能による現在位置情報からの検索により行う．さらに，

現場業務において，担当職員が留意点やコメントなどを台帳付図上に記入するこ

とができる．プロトタイプシステムの画面を図 5-4 に示す． 

 

図 5-4 携帯情報端末でのシステム画面例 

 

（6） プロトタイプ評価 

プロトタイプシステムはオンライン版のみとし，岩手県県南広域振興局土木部

北上土木センターにおいて，職員 2 名を対象に評価された．評価では，実際にシ

ステムを利用し，設計方針の妥当性を確認することを目的とした．システムで使

用したデータは，国道 107 号線の道路台帳付図 10 枚程度である．時空間情報ポー

タルにおける台帳管理については，現場業務で時空間情報ポータルの内容や台帳

情報を確認できることは役に立つことを確認した．今後，橋梁台帳，標識台帳，

照明台帳などの様々な台帳に拡張する予定である．タブレット PC を用いた台帳

付図情報の参照については，現場業務を円滑に支援するためのマーカーサイズ，

ボタンの位置などのレイアウトと，表示速度に配慮する必要がある．また，台帳

を参照するためのインターネット利用からの情報漏洩の恐れがあるため，オフラ

インで利用するシステムを構築することを検討する．GPS 機能を利用した現在

地取得については，GPS で作業現場の台帳付図がわかるので便利であり，GPS

の精度はタブレット PC 内蔵の機能で十分であることがわかった． 
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5-3-2 3 次元データの活用 

本項では，道路維持管理業務および時空間情報ポータルにおける 3 次元データの

活用について検討する．ここで，3 次元データは，道路の計画，設計，施工，維持

管理で生成，利用されるデータで，プロダクトデータモデルに基づくデータと定義

する．文献 28)では，維持管理における 3 次元データの活用場面として，台帳など

管理データの 3 次元化，3 次元データを活用した検査を挙げている．道路維持管理

に 3 次元データを活用することによって，施設管理や履歴情報の管理を実施し，

さらに補修対策，補修工法の検討にも利用できる．また，都市部においては地下空

間の活用が高度になされ，地下埋設物が輻輳している状況から，3 次元による地下

埋設物管理を行うことが想定される． 

研究代表者は，道路事業において 3 次元データを活用するための方策 29),30)を検

討し，3 次元データ交換標準の策定，設計業務等共通仕様書と土木工事施工管理基

準の関連制度の改訂，道路データモデルの構築，業務プロセスモデルの実現，3 次

元 CAD エンジンの開発と普及，3 次元データ利用環境の整備を挙げている．本研

究で道路データモデルを提案し，これを核とする時空間情報ポータルを開発したこ

とにより，3 次元データを活用することに一歩近づいたと考える．今後，上記の施

策が実現されることが望まれる． 
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第6章 あとがき 
本研究では，散在する道路維持管理情報を共有し，利用するために Web GIS を用

いた時空間情報ポータルを開発した．はじめに，現状業務を分析し，維持管理情報は

電子データや紙媒体で存在し，事務所内に散在しているため，担当職員が情報を共有

して利用することが難しい，という課題を明らかにした．次に，時空間情報ポータル

の設計方針として，道路データモデルを核とする時空間情報ポータル，Web GIS の

利用，業務支援の仕組みを決めた．道路データモデルは，構造物情報と業務情報によっ

て構成され，空間属性と時間属性を有するプロダクトデータモデルとした．システム

開発においては，データ分類，地図展開，フィルタリング型情報提示，業務マニュア

ルの 4 機能を開発し，日常点検と修繕の結果や交通事故データを地図上に展開すると

ともに，業務マニュアル機能によって経験の浅い管理担当職員を支援するようにした．

そして，岩手県県南広域振興局土木部北上土木センターでシステムを 6 週間運用し評

価を行った．評価の結果，操作性の評価は高評価ではなかったが，システムを直感的

に操作でき，スムーズに操作を行えたという意見をいただいた．このことから，課題

となっていた直感的な操作について，解決できたと考える．業務の利用可能性におい

て，維持管理情報や業務マニュアルの一元化は，有用性が示唆された．また，位置コ

ミデータや交通事故データを地図展開にて視覚でとらえることはでき，非常に有効と

いう意見をいただいたので，各機能が利用可能なレベルと言える．これらにより，設

計方針の妥当性が示唆された．本システムは道路維持管理業務において利用可能なレ

ベルではあるが，日常的に利用されるためには，維持管理業務でも利用頻度の高い情

報である住民通報登録システムのデータや，道路台帳のデータを本システムに入れる

ことが望ましい． 

さらに，時空間情報ポータルの応用を考え，携帯情報端末を用いた時空間情報ポー

タルと 3 次元データの活用を検討した． 

今後は，時空間情報ポータルを実用するために住民通報データと各種台帳データな

どの情報を充実するとともに，質的アプローチによるシステムの有効性評価を行う． 
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様式－３－３ 

 
DATA MODEL-CENTERED TEMPORAL AND SPATIAL 

INFORMATION PORTAL SYSTEM FOR ROAD MAINTENANCE 
 

Kubota, S. 1 and Abe, A. 1 
1Iwate Prefectural University 

 
   Roads should be safe and kept in good condition. In order to carry out effective road maintenance, the use 
of spatial and temporal information is necessary. As research in this field, a web-based road maintenance 
support system has been in long-term operation. However, in the existing system, the accumulated data is not 
intended for use in future work. The maintenance information produced over the life cycle of a road is instead 
distributed among multiple computers and management offices. In this research, a data model-centered 
information portal system using Web GIS is proposed and evaluated in terms of its practicality for project 
participants to retrieve and to share information. 
   By analyzing current maintenance work, three problems were identified. 1) Road maintenance information 
produced over the life cycle of a road is distributed across multiple computers and management offices, and 
consequently, road administrators cannot share and utilize these data. 2) In the existing web-based road 
maintenance support system, each piece of maintenance information is displayed on a map. Therefore, road 
administrators cannot easily view the information to gain understanding of the local characteristics, crossroads, 
and routes. 3) By adopting the system, road maintenance work was standardized to a certain extent in research 
work. However, system use is dependent on the skills of road administrator and construction engineers, thus 
resulting in intermittent use of the system. It is necessary to devise mechanisms that allow the system to be 
used continuously. 
   Road data models are effective for building an environment where the various data generated in a 
construction enterprise are used in an integrated manner. The road data model is a concept for sharing and 
utilizing information collected over the life-cycle of a construction project. In the present study, the 
constructed road data model has structural and work information. Structural information includes road 
structures such as bridges, carriageways, sidewalks, and road furniture. Inspections, repair judgments, repair of 
pavement, and construction of pavement are defined as work information. The location-based expressions 
‘GM_Point’, ‘GM_Surface’, and ‘GM_Polygon’ are defined to connect the road data model to spatial 
information. 
   An information portal system and design principles were presented to solve the existing problems. There 
are three design principles: (1) development of road data model-centered information portal, (2) Web GIS 
utilization, and (3) business process support. The information portal system was developed based on the 
proposed idea. The system includes functions for data classification from the viewpoint of budget and 
maintenance, provides aerial views on Web GIS and filtering and displaying maintenance data, and contains 
business process manual. The system was developed on a Linux server using Apache, MySQL 5.0.27, PHP 
5.2.9, and JavaScript. Google Maps API was used for Web GIS. This system uses 4,549 data points on road 
maintenance collected from 2004 to 2009 by means of the existing web-based road maintenance support 
system in Kitakami Civil Engineering Center, Iwate, Japan. 
   The system was operated from November to December 2010 at the Kitakami Civil Engineering Center, 
Iwate Prefecture, Japan, to evaluate usability, smoothness of information flow, application capability, and 
usefulness. Three users participated in the evaluation. They completed a questionnaire ranking the system on a 
five-point scale in terms of the evaluation elements. In terms of application capability, the system could 
possibly be practical for use in road maintenance. However, the system has a few problems limiting its 
practical use. The paper discusses the application capability in the viewpoint of asset management of civil 
infrastructures and disaster management. The system will be expanded to utilization on handheld terminal such 
as tablet type PC and three-dimensional information environment. 
 
 
KEYWORDS:  Web GIS, information portal, product data model, road maintenance. 
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1．背景と目的 
 道路維持管理業務を適切に行うためには，

点検や補修などの維持管理情報を最新かつ品

質の確保された状態で利用できる環境が必要

である．一方，点検データ，施設台帳，交通

事故データ，マニュアルや要領類などの維持

管理情報は電子データや紙媒体で存在し，事

務所内に散在しているため，維持管理担当職

員が情報を共有して利用することが難しい．

これらの情報は，空間属性と時間属性を有す

る“時空間情報”として維持管理で利用する

ニーズが高．そこで，本研究では，道路維持

管理において関係者が必要な情報を共有し参

照するために，Web GISを用いた時空間情報

ポータルを開発した． 
本研究は，道路事業の上流から下流までの

時空間情報を対象に道路データモデルを構築

し，これを核とする時空間情報ポータルとし

て，実データを用いたWeb GISの応用システ

ムを開発する点に新規性がある．そして，道

路維持管理の実務担当者によるシステム評価

を行い，業務における利用可能性を明らかに

する点に意義がある． 
 
2．道路データモデルの構築 
 本研究では，道路データモデルを構築し，

これを核とする情報ポータルを提案した．時

空間情報ポータルが取り扱う情報には，道路

点検や補修の結果だけでなく，設計や施工の

情報もある．道路のライフサイクルにわたる

情報を対象とする必要性，および地域特性を

踏まえた時空間情報ポータルとするために，

変化に柔軟に対応できる必要がある．道路デ

ータモデルでは，幾何形状を含む構造物情報

と道路維持管理業務で生成される業務情報を

分離して構築した．構造物情報では，対象構

造物について設計・施工後の道路管理に必要

となる諸元情報と道路維持管理に活用するた

めに蓄積すべき情報を定義した．業務情報は，

点検，補修要否判定，補修の概要と結果を保

持し，維持管理の各業務で利用すべき入力情

報と業務の結果として発生する結果情報から

構成される．データモデルでは，位置情報の

表 現 （ GM_Point ， GM_Surface ， GM_
Polygon）を用いて空間情報と道路データモ

デルを関連付けた． 
 
3．時空間情報ポータルの開発 
 時空間情報ポータルの開発にあたっては，

道路データモデルを核とする時空間情報ポー

タル，Web GISの利用，業務支援の仕組み，

という設計方針を立案した．システムでは，

道路データモデルに基づくデータベースを構

築し，データ分類，Google Maps APIを用い

た地図展開とフィルタリング型情報提示，業

務プロセスと要領類を可視化した業務マニュ

アルの各機能を有し，点検と修繕の結果，交

通事故データを地図上に展開するとともに，

経験の浅い担当職員を支援するようにした．

 
4．評価と考察 
 システムの業務での利用可能性を検討する

ために，岩手県県南広域振興局土木部北上土

木センターでシステムを6週間運用した．その

結果，維持管理情報や業務マニュアルの一元

化については，有用性が示唆された．また，

既存の維持管理データや交通事故データを地

図展開機能によって視覚的に捉えることは有

効という結果が得られ，各機能が利用可能な

レベルと言える．時空間情報ポータルの利用

可能な場面として，アセットマネジメントに

おける援用，災害の準備期と復興期における

システム適用を考察した．そして，時空間情

報ポータルの応用として，携帯情報端末を用

いた道路台帳管理システムのプロトタイプ開

発と3次元データの活用検討を行った．ただ

し，本システムは道路維持管理業務において

利用可能なレベルではあるが，日常的に利用

されるためには，利用頻度の高い情報である

住民通報登録システムのデータや道路台帳の
データを対象とする拡張が求められる． 
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