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1.

はじめに

少子高齢化が進み，近年の厳しい財政状況の中で，道路施設の維持補修においても計画的かつ効率的な管
理業務が課題となっている．道路管理業務コストの中でも道路巡回業務が占める割合は高く，道路の安全性
を前提として，同時に効率性にも考慮した道路巡回方法を検討することが求められている．
そのため，道路の維持管理業務を効率化するためのマネジメントシステムの開発が近年進められている．例
えば，貝戸ら1)は，路上障害物の発生過程をポワソン過程としてモデル化を行い，巡回費用の削減を達成す
るための最適な道路巡回政策を検討する障害物発生リスク管理モデルを提案し，その有用性を実証的に検証
している．また青木ら2)は，トンネル照明の劣化過程をモデル化することで，ライフサイクルコストを考慮
した上でのトンネル照明システムの最適な維持管理手法を提案，検証している．しかしながら，そのような
個別の維持管理業務の効率化に焦点を置いた先行研究が蓄積されてきている状況においても，同一県内に存
在する各道路維持管理事務所間でさえ，点検項目の統一や電子データ管理一元化が行われていない状況が未
だ存在している．2008年に行われた「道路橋の予防保全に向けた有識者会議」では，わが国の道路橋保全の
実態として，点検診断補修補強の信頼性が十分に確保されていないこと，高度な専門知識を必要とする損傷
事例に対応する体制が整備されていないこと等，道路橋を適切に保全する観点から多くの課題が浮き彫りと
なったとともに，道路橋の予防保全の実現のために，1)点検の制度化，2)点検及び診断の信頼性の確保，3)
技術開発の推進，4)技術拠点の整備，5)データベースの構築といった5つの提言がなされた3)．効率的なアセ
ットマネジメントを行う上で基本となっていることは，施設に関するどのような情報をどのように収集して，
得られたデータをいかに効率よく利活用するかということである．
しかしながら，昨今の厳しい財政事情により，多くの行政組織では人員削減の傾向にある一方で，構造物
の老朽化，苦情の増加，現場での業務量の増加等といった事態が生じており，これまで以上に効率的な執行
体制の構築により，限られた予算や職員といった制約下で所定のサービス水準を保つことが重要な課題とな
っている．この課題を克服する上で必要なことは，ステークホルダーが求めているサービス水準を具体的に
把握することであり，このことはアセットマネジメントの成果を事業レベルで評価する手法が必要であるこ
とを示している．アセットマネジメントの成果を正当に評価する際には，ある種の基準が必要であり, その
基準を決定するためには規定が必要となる．現行のインフラ事業においても，各種技術仕様書等の仕様規定
や 製造 ・プ ロセ スに 関わる 性能 規定 が存 在し ている ．そ れら アセ ット マネジ メン トに 関わ る規 定を
ISO5500X という形で国際標準化する活動が近年急速に進行しており，2010 年9 月にはアセットマネジメン
トの国際標準化に係る委員会ISO/PC251が発足し，2011 年2 月にはPC251 の第1 回会議が開催されている．
この国際規格は指針と推奨からなっている．つまり，ISO5500X は，資産をこれからどう運用するかの判断
材料に資するものであり，維持管理を目的とした規格ではない．そのため，個別の分野に対して特別な要求
事項を付与するものではないが，インフラ事業を対象としているという性格上，ステークホルダーへの説明
責任を重要視する考え方が規格の中に含まれており，アセットマネジメントに関係する意思決定全般のプロ
セスに透明性を持たせることを推進させている．透明性を維持させるためには，インフラの管理者とステー
クホルダーとの間で共有可能な成果の導出が重要であり，共有可能な成果を基にしてインフラ管理に関わる
事業体自体が自身の業務体系の自己修正を繰り返し行うこととなる．その自己修正を行うために必要となる
のがロジックモデルという概念であり，それぞれの業務を受け持つ事業体のマネジメントサイクルに従って
全ての関連するモジュールをチェックしていく機構がISOである．
本研究では各維持管理業務の実施によって期待される成果へ至る過程を把握し，定量的な指標や管理水準
を設定することで個々の業務の業績達成度を評価し最適な頻度や体制を提示するツールとしてロジックモデ
ルを提案する．さらにアセットマネジメントに関わるデータベース構築において，カメラ付きタブレット
PCを用いた点検項目入力システムを構築することにより，紙媒体を用いることにより生じていた転記ミス
の削減・過去データの検索の簡易化などといった作業の効率化の実現を目指す．モバイル端末を用いた点検
項目管理システムに関しては，既にいくつかの先行研究が存在する 4)-5)が，本研究では維持管理業務フロー
全体の効率化まで勘案した点検システムの開発を目指す．
そこで本報告書では，２章でシステムの基盤となるロジックモデルの概念について述べ、３章で開発シス
テムとISO5500Xとの関連性について述べる．そして４章で同様な既存システムと開発システムとの違いを
述べた後、５章で今後検討すべき内容に関して記述する．
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図-1 ロジックモデルの成果の段階

2.

ロジックモデルの構築

2.1. ロジックモデル
新行政マネジメント（NPM：New Public Management）理論6)によれば，すべての施策・事業には，必ずそ
の活動によってどのような成果が生み出されるのかという論理・道筋の仮説が存在する．ロジックモデルは，
最終的な成果を設定し，それを実現するために具体的にどのような中間的な成果を必要とし，またそのよう
な成果を得るためにはどのようなデータ収集を行う必要があるのかを体系的に明示するためのツールである．
ロジックモデルはNPM理論を支援する基本的ルールとして定着しており，行財政改革の実践の中で適用さ
れてきた実績を持っている．わが国においても，平成13年に「行政機関が行う政策の評価に関する法律」が
施工され，各省庁において，政策評価活動のための基本計画が策定されている．しかしながら現在のところ，
ロジックモデルを用いて，目標や政策を体系化するまでには至っていない．これに対して，欧米諸国ではロ
ジックモデル作成のマニュアルも提案され，幅広く適用されており7)，ロジックモデル策定に関する日本語
マニュアルも農林水産奨励会・農林水産政策情報センターから現在提供されている．ロジックモデルの形式
的な特徴としては，1)実際の日常業務から最終的な成果に到るまでの過程を1本もしくは複数の線によって
繋げること，2)成果の段階を複数段階に分けて提示すること，が挙げられる．成果の段階とは，図-1に示す
ような具体的な活動から最終的な成果に至るまでの中間段階にどのようなことが起こりうるかの検討事項に
該当する．それらの特徴をもって，ブラックボックスになりがちな施策・事業の成果導出過程を明示化する
ことがロジックモデル構築の目的となる．つまり，ロジックモデルを作成することの最大の利点は，業務プ
ログラムの立案者，実施者，管理者，評価者，住民，利害関係者等の様々な主体が，本格的な政策論争を行
い導き出した共通認識を具現化できるところにあると言える．
アセットマネジメントのためのロジックモデルに関しては，坂井ら8)が，阪神高速道路の日常維持管理業
務を，青木ら9)が，京都市の舗装維持管理業務を対象にロジックモデルの提案，検証を行っており，アセッ
トマネジメントへのロジックモデル適用可能性を示している．
2.2. 評価指標
維持管理業務におけるPDCAサイクルは，最終アウトカムを効率的に達成するために，インプット・アウ
トプット・アウトカム等の中間段階に含まれる各項目の検討を行うといったロジックモデルの構築から始ま
る．その検討時点で各中間段階の評価を行うための指標も同時に検討しておく必要があり，ロジックモデル
が構築された後は，月ごと・年ごとにロジックモデルに含まれる各指標を計測し，それらの達成度や変化を
評価することにより，ロジックモデルの改良を介してPDCAサイクルの更新を行っていくこととなる．更新
は当初ベンチマークとして設定していた指標値との乖離などに注目して行う．従って，ロジックモデルをよ
り良いものへと更新するために，正確な評価指標とベンチマークの設定が重要となる．
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3.

ISO5500Xと開発システムの関連性

3.1. ISO5500Xにおけるロジックモデルの位置づけ
ISO5500X は可能な限り人的資源の資質に依存せずにマネジメントシステムを継続的に改善することを目
的としたプロセス標準であり，PDCA サイクルの中でも特に「Check-Action」のプロセスを機能させること
により，現場の経験を次世代に持続的に継承していくといったメタナレッジの構造化を目標としている10)．
その目標達成のためには，予算執行管理システムのパフォーマンスを評価することができ，なお且つ予算執
行管理システム自体を逐次改善できる考え方を取り入れる必要性が生じる．本研究では，上記条件を満たす
システムとして前章で述べたロジックモデルを用いることを提案し，それらシステムが潤滑に機能すること
により，現場レベルからのボトムアップによるメタナレッジの構造化が期待される．
3.2. 維持管理業務における標準化
維持管理業務の中には，日常パトロール業務，補修作業実施業務，データベース管理業務などといった
様々な業務が混在しており，自治体はそれぞれを別の業者に業務委託をして日々の維持管理業務を遂行して
いるのが一般的である．そのような体制は維持管理という一つの目標に対して，多くのモジュールが相互依
存して存在する分業体制を取っていると捉える事が可能である11)．モジュール間は相互依存しているが故に，
各モジュールからのアウトプットは，それ以外のモジュールにおいても利用可能なフォーマットとなってい
る必要があり，そのためには，普遍的な規定が維持管理業務全体に適用されている必要がある．その普遍的
な規定の制定という行為が，維持管理業務における標準化という行為であると考えることができる．ロジッ
クモデルが構築されたうえで，ISO はロジックモデルより上層な立ち位置において，各マネジメントフロー
のチェックを行う(図-2)

図-2

ISO5500X とロジックモデルの関係(青木12)の図を筆者らが一部改編)
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4.

開発システム概要

4.1. 既往の道路巡回システム
本研究の目的と同様なシステムを持った既往の道路巡回システムとして，岐阜国道事務所のシステムが存
在する．岐阜国道事務所のシステムは，実際に現場入力のインターフェースである『車載設備(図-3)』と点
検業務によるデータを蓄積するデータベースの管理を行う『事務所内システム(図-6)』の大きく二つのステ
ムから構成されている．現状岐阜国道事務所で利用されているシステムの特徴並びに付随する問題点を以下
に記載する．
4.1.1. 車載設備に関して
現状のシステムは，平成11年から現システムの使用を開始し，現在の機器は平成18年から使い始めている
三代目の機器である．一時期はタブレット型のシステムも使用していたが，汎用性や価格の問題から現状の
カーナビ型の機器になった．巡回開始・終了時の入力に関しては，安全上の問題でサイドブレーキを引いた
場合でしか操作できない仕様となっている．
システムは，パトロール車のエンジンをかけることで事務所サーバーから自動的に担当者等の情報が自動
的に取得出来，パトロール時の主な操作端末はカーナビ上の画面で行われる．入力可能項目は自動的に取得
される日時・場所（巡回経路も自動的に取得される）以外に巡回項目や施設名，並びに状況といった簡易な
ものに限られており，現場の作業員としてもその程度の入力項目で特段不便は生じていない．それ以外の入
力内容として必要となる，現場での措置状況や措置作業方針（巡回員の見解：この見解を基に係長が対応策
を決定する）に関しては，手書きの日誌を基に巡回後に事務所システムに入力している．
位置情報と距離標の対応は基本的には自動的に行われるが，ズレが存在する場合も存在するため，手動で
修正する場合も存在する．また，地図データが古いため，現存しない道路のデータを作成した場合，現実と
は異なる地点登録情報がデータとして残るという問題が現在生じている．なお，付帯施設の損傷などといっ
た場合のみ現場において写真撮影を行うが，現状のシステムでは事務所への転送は行えないため，事務所に
戻ってきた後に直接事務所システムに取り込む形式を取っている．
点検データの事務所サーバーへの転送は通常，無線LANを用いて事務所サーバーにデータを飛ばす形式を
とっているが，無線LANの調子が良くない場合はカーナビにUSBポートも付属しているため直接のデータ出
力を行う場合もある．データ転送後はカーナビに蓄積されたデータは自動的に消去される．パトロール時に
詳細な記述が必要な事象が生じた場合は，手書きの日誌に記述し，事務所に戻った後に事務所システムによ
って直接記録する．
図-5は，車載機システムの操作フローを上から下の方向の時系列で表示した図であり，岐阜国道事務所へ
直接調査した後に判明した施設登録の詳細項目に関しては青枠で囲って記載している．
なお，地震等の災害時には通常巡回から緊急巡回に変更となるが，システム自体は通常巡回のみに対応し
たものであるため，緊急の際は『みちパト』と呼ばれる他システムを使用している．
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図-3 車載機メイン画面

図-4 車載機通信機器
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図-5 岐阜国道システム操作フロー
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4.1.2. 事務所内システムに関して
巡回終了時に自動的にデータが無線LANを介して取得されるため，事務所に帰還後の巡回内容等の入力作
業は特に時間はかからない．ただし，現場において写真を多く撮影した場合はその貼りつけなどに多少時間
が掛かる仕様となっている．取り込んだ写真は画像修整等もシステム内で行え(図-6左上)，点検項目の追記
が必要になった場合も入力はほとんどがプルダウン方式で行えるようになっており，それらの項目は新規に
追加も可能である．また必要とあらば詳細記述も可能な仕様となっている(図-6右上)．
データベース化されているため単純集計やヒストグラム化などの統計処理も可能であるが，備考の記述等
に重複した項目等が存在しているため，キーワード検索しての集計等は出来ない．(図-6下)
苦情等の対応に関するデータベースや緊急時対応等のデータベースは別途に存在し，それらの間でのフォ
ーマット統合はなされていないため，事務所システムのデータベースは道路日常点検以外には使用していな
い．

図-6 事務所システム入力画面
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4.2. 提案した道路巡回システム
4.2.1. ロジックモデルとの関連性
ロジックモデルの効用を最大限にするために，評価指標の精度を上げることは非常に重要であり，取得点
検データを正確に蓄積可能なシステム開発が必要である．
そこで本研究では，点検データ入力端子としてカメラ付きタブレットPCを用いた点検項目入力システム
の構築を目指す．現場の状況写真を撮るだけで撮影した方向と撮影場所の座標が自動的に取得でき，地図上
にポイントを落とすことが可能であり，また，それら既存の機能にGISの特徴であるレイヤーデータ管理機
能や属性データ編集機能を追加すると同時に，インターネットやイントラネット上で，Webブラウザを通じ
てGISを利用可能であるWebGISの利用，あるいは事務所にスタンドアローンのArcGISサーバーを設置し，
タブレットPCとの データ同期を行うことで，現場状況把握から点検状況入力までの作業を１つのツールで
行うことが可能となる．さらにタブレットPCから事務所PCへのデータ吸い上げを可能とすることにより，
作業従事者による転記ミスの大幅な削減が期待され，蓄積されるデータの精度向上が期待される．データの
精度向上はロジックモデルの精度向上にも繋がり，日常業務のマネジメントフローの効率化が期待される．
本研究では，ある国道事務所管轄内の一般国道を対象にロジックモデルを構築し，開発システムの検証を
行う．図-7に国道事務所に提案しているロジックモデルを示す．対象の国道事務所は，全長264.5kmの一般
国道を，3つの維持出張所を基点として管理しており，図-7のインプット項目に示しているように，路面補
修や落下物除去等を日常点検業務として行っている．なお，管轄内の国道は，都市部だけでなく山間部も通
過しているため，気候条件も含め様々な周辺環境を考慮してシステム構築を行う上で適した対象地域である
と言える．
4.2.2. カメラ付きタブレットPC
近年，GPS機能を搭載した携帯電話やタブレットPCが市場に多く出回っており，地図アプリケーションと
の連携により，自身の位置を自動的に取得できる状況となっている．GPSによる位置情報の取得精度は，電
子基準点リアルタイムデータの提供によって，携帯電話に搭載されているGPSであってもcm精度の測位が可
能になると言われている13)．また，そのような機器の中にはジャイロセンサとカメラ機能を有している物も
多く存在し，撮影することでGPS情報を含有するJEIDA標準Exif format14)の画像データを取得することによっ
て，撮影位置と撮影方向の情報も得ることが可能である．GPS機能を用いて地図上に情報を付与するといっ
た機器としては，ArcGIS MobileといったGPS搭載型モバイルGISが既に存在しているが，操作方法がデスク
トップ型のArcGISとほぼ同等であるというように，操作方法を習得するまでにある程度の専門知識が必要と
される．それに対して市販されているタブレットPC等の機器は比較的ライトユーザーを対象としたシステ
ムと言えるが，近年ではGPSのみでなく街中の様々なデバイスやインフラから情報を得ることにより位置情
報を把握するといった技術も開発される15)など，データ取得精度等の今後の発展性の大きさから見ても，現
場点検業務への転用も十分可能な技術レベルに達していると考えられる．
4.2.3. 現場点検データ入力システム概要
タブレットPCのGPS機能，並びにジャイロセンサ機能を用いることにより，現場の状況写真撮影を行うと
同時に撮影場所の位置情報と撮影方向が取得可能である．それら情報を基に地図上に点検箇所のポイントデ
ータを付与，あるいはキロポスト単位でデータ整備を行う場合であれば，キロポスト間道路に対応するライ
ンデータの付与を自動的に行い，その付与したデータに対して点検項目を入力していくという仕様を検討す
る．
また，写真を撮影せずともタブレットPCのGPS機能によって現在位置を特定し，それらの情報をもとに地
図上にポイントを付与した上で点検項目の入力を行うという仕様も検討する．
4.2.4. 現地点検データ入力システム
本研究では，滋賀国道事務所が日常的に行っている道路巡回業務に着目し，日常業務における点検データ
取得システムとそれら取得データを基にした長期的道路維持管理の効率化に関わるシステムの提案を行った．
現場作業員との協議を元に現場の業務に則した評価指標，並びに最終アウトカムを抽出し，データの蓄積が
既に行われている点検項目を主要項目としてロジックモデルの構築を行った．構築されたロジックモデルは
PDCAサイクルのマネジメントツールと言え，現場で用いるシステムは構築したロジックモデルを踏襲した
上で現場作業員が使いやすいインターフェースである必要がある．図-8に現地点検データ入力システムの画
面イメージ（図-8上）と実際のシステムの画面（図-8下）を示す．メイン画面は現在地を中心とした地図画
面であり，点検内容として詳細記述の必要性が生じた場合を除けば，タッチのみにより事象登録が行える仕
様としている．また，写真の登録も異常個所対応前後で登録することが可能である．現状システムの作業フ
ローを図-9に示す．岐阜国道事務所のシステムと異なり，点検入力が単純化しており，写真撮影も実機のみ
で可能となっている．なお，開発したシステムは，現状ではテキスト形式でデータ転送が可能であり，全て
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電子媒体によって業務遂行が可能であるため，紙書類出力による経費の削減や紙書類から電子化する際の転
記ミスの大幅な削減に貢献できると考えられる（図-10）．

インプット

アウトプット

アウトプット指標

中間アウトカム指標

路面補修
（巡回整備対応）

路面の凹凸の改善

復旧率

サービス水準達成率

路面補修
（巡視工対応）

穴ぼこの
発見－復旧

復旧率

サービス水準達成率

危険木伐採

危険木の伐採処理

苦情対応率
（不可抗力を除く）

サービス水準達成率

側溝清掃
（維持管理作業対応）

側溝機能の保持

苦情対応率

路面の滞水による事故発生件数
路面の滞水によるひやり件数

側溝清掃
（巡回整備対応）

側溝機能の保持

苦情対応率

路面の滞水による事故発生件数
路面の滞水によるひやり件数

除草工、剪定工
（維持管理作業対応）

緑地帯の良好な維持

視距の確保の有無

サービス水準達成率

除草工
（巡回整備対応）

緑地帯の良好な維持

苦情対応率

サービス水準達成率

剪定工
（巡視工対応）

緑地帯の良好な維持

苦情対応率

サービス水準達成率

落下物
（巡回整備対応）

路面の落下物処理

落下物処理率

サービス水準達成率

落下物
（巡視工対応）

路面の落下物処理

落下物処理率

サービス水準達成率

中間アウトカム内容

最終アウトカム指標

最終アウトカム

経営目標

凹凸による事故低減

年間の事故率

路面の
安全確保

安心・安全

穴ぼこによる事故低減

年間の事故率

路面の
安全確保

安心・安全

危険木による事故低減

年間の事故率

路面の
安全確保

安心・安全

排水機能の保持

年間の事故率

路面の
安全確保

安心・安全

排水機能の保持

年間の事故率

路面の
安全確保

安心・安全

道路付属物や交通安全施設、方向者等
に対する運転手等の視認性確保

サービス水準
達成率

路面の
安全確保

安心・安全

美観の確保

サービス水準
達成率

健全な環境
の確保

快適

美観の確保、視認性確保

サービス水準
達成率

健全な環境
の確保

快適

落下物による事故低減

年間の事故率

健全な環境
の確保

快適

落下物による事故低減

年間の事故率

健全な環境
の確保

快適

図-7 国道事務所に提案しているロジックモデル
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GPS機能による
ポイント追加
点検項目
工種
路面損傷タイプ
メモ

点検項目

点検項目

工種

工種

路面損傷タイプ

路面損傷タイプ

メモ
メモ

状態

点検データの入力

状態

対応中

写真（対応前）

現場写真の追加

写真（完了後）

写真（対応前）

完了
写真（完了後）

5

図-8 現場持参用タブレットPCの画面
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滋賀国道【
滋賀国道【パトロールシステム】
パトロールシステム】
アプリ起動（現在地中心地図画面）
巡回開始

入力画面（地図画面）
情報入力（地図上をタップ）
位置を同時に登録

編集（項目は順不同に入力可能）→完了ボタンに変化
編集（項目は順不同に入力可能） 完了ボタンに変化
場所

メモ

自動的に取得
（編集も可能）

フリー入力

点検 内容 のののの入力

点検項目

工種

路面損傷タイプ

■路面補修 ■落下物
■危険木伐採 ■除草工
■剪定工 ■側溝掃除

■巡視工 ■巡回整備
■苦情（対応）

■タイプの選択
（ポットホール、剥離、沈下、骨材露
出、わだち掘れ、ひび割れ等）
■落下物の大きさ選択
（大、中、小）

状態
■対応 ■完了

写真を追加（画面をタップするとカメラモード）
■対応前 ■対応後

削除（データの削除）
■削除する ■中止する

完了
■更新する ■中止する

地図（入力画面に戻る：編集・完了画面に関わらず実行可能）

データ更新（iTunesを介してテキストデータ形式で転送）
を介してテキストデータ形式で転送）
データ更新（
図-9 滋賀国道システム操作フロー
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現場
現場でのパトロール成果更新
データ転記ミスの低減
紙資源の利用低減

タブレットPC
GISライセンスを有する
データサーバー

地図データ読み込み
過去のパトロール成果読み込み
（異常発生路線の地図による把握）

事務所
図-10

タブレットPCを用いたパトロール項目現地入力システム概念図

4.2.5. 事務所内システム概要
事務所内システムは，日々のパトロールの蓄積が主たる目的ではあるが、長期的な利用価値の高いシステ
ムにするには，蓄積したデータを如何に効率良く閲覧でき，尚且つそれらデータを用いた二次・三次処理が
容易なシステムであることも求められる．Accessデータベース等を用いたデータ管理は，Microsoft Officeを
ベースとしたのデータベース管理ソフトが多く存在する昨今において，最もユーザーフレンドリーなインタ
ーフェースと言える．しかしながら，日単位で蓄積していく特徴を持つデータにおいては，入力の自由度が
あるが故に，様々な付加情報が１つのデータに追記される傾向があり，それ故にデータベース構築後の事後
処理が困難なデータが日々蓄積されていくこととなる．岐阜国道事務所においても，備考欄への非統一な同
一内容の書き込みが別な内容として集計されるといった，間違った統計処理結果の吐き出しを行うという問
題が生じている．従って，効率良くデータを処理するためには，１つのデータフォーマットを定義して、そ
のフォーマットに従う形でデータ項目を決定する必要がある．道路巡回においてデータ項目は点検項目に他
ならないため，点検項目は既に確定していると言える．従って，既に確定している点検項目をどのようなフ
ォーマットで蓄積していくかが事務所内システム構築の上で最も重要なことである．その際に，データ項目
ごとにデータを管理するGISの特徴が生かされると考えられる． GISによるデータベース管理の詳細に関し
ては次節において述べるが，『京都モデル12)』に代表されるように，GISベースでインフラデータベース管
理から統計処理まで行うシステムも開発されており，昨今では自治体等で採用されている．本研究において
は，既に構築済みのインフラ管理システムへの関連付けも考慮に入れて，事務所内システムのインターフェ
ースの検討を行った（図-11，図-12）．

12

図-11

図-12

事務所内システムトップ画面イメージ

事務所内システム情報入力・確認画面イメージ
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4.2.6. データベース管理の構想
電子政府構想の一環として，平成13 年3 月に「e-Japan 重点計画」が決定され，その中で，GIS は重点施策
五分野の一つとして位置づけられ，地理情報の電子化・提供，並びに地理情報データ記述の規格化と国際標
準化機構への提案が目標とされた．地理情報データの記述に関しては，既にG-XML(Geospatial-eXtensible
Markup Language) やPOIX(Point Of Interest eXchange Language)やRWML(Road Web Markup Language) など，
様々な標準化活動が盛んに行われている16)-17)が，上記目標を達成するためには，地理情報クリアリングハウ
スという概念を一般化することが必要となる．地理情報クリアリングハウスとは，インターネット上に散在
する地理空間情報の所在情報を一斉に検索するためのシステム構想を指し，各自治体が個別に作成した地理
情報を統合的に管理することを意味している18)．これは各省庁において統合型GIS やWebGIS という形で認
識されている．統合型GIS やWebGIS は，道路や上下水道といった様々インフラデータベースをGIS という
地理情報整備の考え方を基に一元管理するためのシステムであり，特定業務の実施事業体が個別にGIS を導
入してデータベースを維持管理していくのに比べて，全てのデータベースを一元管理した方がデータ管理に
係る費用の削減に繋がるという利点が注目され，急速に自治体間で広まった．さらに統合型GIS の導入は，
費用削減に効果的である点もさることながら，データの検索・閲覧・統計処理といった処理を容易に行うこ
とを可能とした．本研究においても，地理情報クリアリングハウスの概念は活用することが可能である．つ
まり，ベースとなる地図データはArcGIS サーバーによって一元管理し，それらのデータが統合された地理
情報データをSVG 地図データ等の圧縮形式のデータに変換した後，事務所内システムのデータサーバーに
web を介して格納し，そのデータをタブレットPC と共有して，日常点検データは事務所内パソコンに蓄積
することで基盤地図情報を誤って変更することなく日常点検データベースの一元管理が可能となると考えら
れる(図-13)．このようなデータベース管理を行うことで，点検データ入力の重複防止や各出張所間でのデー
タ共有の簡便化が計れることが期待される．

現場
パトロール成果更新
テキストデータ形式での転送
写真データも同時に転送
緊急時状況写真転送機能??

タブレットPC

マップリクエスト
サーバー

地図データ読み込み
過去のパトロール成果読み込み
（異常発生路線の地図による把握）

事務所

マップサービス
サーバー

レイヤ別
データベース

ベースマップ
図-13

システム全体構成イメージ
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点検項目と入力内容
工種

上下線登録

施設項目

巡視工

上下線タイプ※1

施設タイプ※2

巡回整備

上下線タイプ※1

施設タイプ※2

巡視工

上下線タイプ※1

施設タイプ※2

点検項目

路面補修

落下物

位置情報

写真①

状況

写真②

路面損傷タイプ※2

補修の完了の確認

補修完了写真撮影
（撮影日同時取得）

点検による落下物位置の
取得（地図上へのポイン
ト記入）

落下物タイプ※3

撤去の完了の確認

点検による落下物位置の
取得（地図上へのポイン
ト記入）

落下物タイプ※3

撤去の完了の確認

路面損傷タイプ※2

点検による損傷位置の取
得（地図上へのポイント
記入）

巡回整備

上下線タイプ※1

施設タイプ※2

苦情

上下線タイプ※1

施設タイプ※2

巡回整備

上下線タイプ※1

施設タイプ※2

苦情

上下線タイプ※1

施設タイプ※2

苦情発生位置を取得（地
図上へのポイント記入）

巡視工

上下線タイプ※1

施設タイプ※2

点検による剪定実施位置
の取得（地図上へのポイ
ント記入）

苦情

上下線タイプ※1

施設タイプ※2

苦情発生位置を取得（地
図上へのポイント記入）

維持管理作業

上下線タイプ※1

施設タイプ※2

維持管理対応箇所取得
（地図上へのポイント記
入）

巡回整備

上下線タイプ※1

施設タイプ※2

苦情

上下線タイプ※1

施設タイプ※2

危険木伐採

除草工

剪定工

清掃

諸元

点検による損傷位置の取
得（地図上へのポイント
記入）

苦情発生位置を取得（地
図上へのポイント記入）
点検による除草実施位置
の取得（地図上へのポイ
ント記入）

危険木伐採の完了の確
認

現場状況写真撮影
（撮影日同時取得）

フリー入力
（文字数の制限あり？）

除草の完了の確認

撤去完了状況写真撮影
（撮影日同時取得）

剪定の完了の確認

点検による要清掃位置の
記入（地図上へのポイン
ト記入）

清掃の完了の確認

苦情発生位置を取得（地
図上へのポイント記入）
※1 上下線タイプ
上り
下り

図-14

5.

メモ

※2 施設タイプ
車道
歩道
側道
側溝
法面・植栽帯
防護柵
その他

※3 路面損傷タイプ
ポットホール
剥離
沈下
骨材露出
わだち
ひび割れ
その他

※4 落下物タイプ
紙類
木片
殻（ コンクリート片等）
車の付属品
動物死骸
その他

滋賀国道システム入力項目(暫定版)

得られた成果とシステム実地検証に向けての懸案事項

5.1. 研究成果と持続可能性
本研究は，タブレットPCを用いた点検項目入力システムの構築をメインに進められ，その結果としてロ
ジックモデルに基づいたシステムのプロトタイプ構築が成された。構築されたシステムには以下に示すよう
な持続可能性が内在している．
１.現在一般的に購入可能なタブレットPCを入力媒体に用いることで，システム導入の際のコストを大幅抑
えられる．
２.開発アプリケーションのOSのバージョン依存性に関しては，どのようなシステムにも存在する問題では
あるが，開発ソースが公開されていることからOSのバージョンアップにも容易に対応できるシステムで
ある．
5.2. 現場持参用点検システムに関する懸案事項
現在提案している道路巡回システムは，まだプロトタイプであるため，現場で利用できるようにするため
には諸々の改善点が存在する．そこで，現場作業員とともにシステムの実地検証に向けた協議を行った．以
下にその概要を箇条書きで記載する．これらの懸案事項を鑑みて、システムの改良を今後行うこととする。
1) 巡視工と巡回整備とでは，実施できる作業項目に相違があるため，巡視工，巡回整備ごとにデータベー
ス化を行うことが良い可能性があるが，重複している作業項目もあるため，相互編集可能であることが必要
とされている．ただし，そもそもどのような項目をデータベース化すべきかの事前検討が必要な状況である．
2) パトロール開始時に工種（巡視工対応 or 巡回整備対応）を選択したうえで業務を開始した方が他工種の
データを誤って編集する可能性も低くなると考えられる．
3) 苦情の対応に関しては，巡視工でも巡回整備であっても編集可能にしておく必要があり，パトロール中
におけるリアルタイムの苦情対応等の特殊なケースについては次年度以降の検討課題とする．
4) 岐阜国道パトロールシステムと同様に状況登録での選択項目（滋賀国道パトロールシステムにおける点
検項目を指す）の選択の前に上下線項目の登録，異常発生個所の施設登録を行える方が望ましい．
5) 点検項目は主に現況のまま(ロジックモデルの input 項目と同じ)を利用するが，『側溝清掃』に関しては
単に『清掃』とし，施設登録の個所において側溝，歩道，道路などの清掃箇所を指定する．
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6) 点検項目が路面補修の場合は諸言の路面損傷タイプに含まれる項目として，『ポットホール』，『剥
離』，『沈下』，『骨材露出』，『轍掘れ』，『ひび割れ』以外に『その他』の項目が含めた方が便利であ
ると考えられる．
7) 落下物の諸言は『紙類』，『木片』，『殻（コンクリート片等）』，『車の付属品』，『動物死骸』，
『その他』といった大きく 6 つの項目に分けるのが効率的と考えられる．
8) データベース管理の役割を担う事務所システムにおいて，岐阜国道ではデータの項目管理が一律でない
ためキーワード検索等ができない状況である．未対応の項目をリストアップして申し送り項目としてタブレ
ット PC のシステムに自動的に転送されるようなシステムであることが望ましい．
9) 写真は現状のシステムのような 2 枚だけでなく数枚撮影でき途中で内容確認できるようになっているこ
とが望ましい．
上記の懸案事項を踏まえた暫定的なシステムの入力項目を図-14 に示す．これらの項目や入力フローは実
地検証等を繰り返すことにより随時変更となることが考えられ，それらの検証を鑑みた形で現場に即したシ
ステムの構築を行うことが次年度の課題と言える．
5.3. 事務所システムに関する懸案事項
現状のプロトタイプシステムは，タブレット PC と事務所パソコンとのデータのやり取りをテキスト形式
で行うシステムである．また岐阜国道のシステムにおいては無線 LAN を用いてのデータ更新を行っている
が，データ同期自体の失敗により，全てのデータ更新が出来ないなどといったデータ更新と入力が連動して
いないことに付随する技術的なエラーが存在する．その主たる原因の１つが，現場持参用ツールがデータベ
ース管理ツールには無い新規点検データセットを持っており，最終的にそのデータを更新しないといけない
という作業が業務の最後に存在することにある．この作業を無くすことで，入力からデータベース構築まで
が一括して行えることとなる．このようなシステムを用いることで，データの一元管理を行うことが出来、
緊急時などの不測の事態においても，各種情報が集積する事務所と各パトロール車との状況連絡が容易にな
ると考えられる．それらを可能にするには，インターネットやイントラネット上で，Web ブラウザを通じて
GIS を利用可能である WebGIS の利用，あるいは事務所にスタンドアローンの ArcGIS サーバーを設置する
などと様々な方法が存在する．ただ，このようなシステムを動作させるには，パトロール圏内において常に
インターネット接続が必要となり，圏外となる場所においては，データ更新が出来ない状況が生じると考え
られる．そのため，現場における電波状況を把握したうえで，スタンドアローンのタブレット PC システム
を持参するか，WebGIS システムを搭載したタブレット PC システムを持参するかを検討する必要がある．
ただ，携帯電話会社への 700/900MHz 帯の割り当てが決定した最近の状況により，電波状況が極端に低い地
域の減少は期待されている．
上記のデータベースの管理手法以外に重要な懸案事項としては，データベースの項目自体の精査がある．
項目の精査はロジックモデルの精査に他ならず，ロジックモデルをより現場の作業に即した形態へと適用さ
せていくことを意味する．従って，データベースの一元管理の管理手法を検討しつつロジックモデルの精査
を行うことが重要な課題である．
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DEVELOPMENT OF MORE EFFICIENT HIGHWAY PATROL
MANAGEMENT USING TABLET PC AND LOGIC MODEL
Kiyoshi KOBAYASHI1
1
Kyoto University.

【Introduction】
In a difficult economy in recent years, we need to take more efficient management in
maintenance and repair of road infrastructure. Road patrol work forms a large part of operating
costs in the road management. We need to consider efficient management method within safe for
road users. This study will aim to streamline the overall workflow by using a logic model and
build a input support system using the tablet PC designed to improve inspection accuracy of
the data.
【Materials and method】
In this research, logic model is one of the important concepts. Using this tool, we will
measure the impact of daily management, budget use and check out/repair of infrastructure,
for the securement of safety and comfort for road users. That means logic model takes the role
observing daily management flow (Plan-Do-Check & Action cycle). In the practical observing
management flow, it is necessary to make the evaluation indexes which can quantify the outcomes.
The evaluation indexes are calculated from inspection data in the daily patrol. Using these
medium, long-term indexes, we can consider adequacy of the maintenance policy.
Optimizing logic model, it is very important to raise the precision of indexes. For this
reason, it is necessary to develop the system which we can compile the data accurately. In
this research, we try to develop the inspection data input system using camera-equipped tablet
PC. Using available camera-equipped tablet PC, we can put the point of data including the
shooting direction and position on the map. By getting the patrol data using tablet PC, it
is expected to move the data from tablet PC to the PC in the office without error in posting.
【Result and Discussion】
In this research, main task was the development of inspection data input system using tablet
PC. As the result, we could develop the proto type system based on logic model. The system
developed has some novelties below.
１.By using tablet PC, which is very common material nowadays, as the input device, it is
expected to cut costs at the introduction of the system.
２.It is very easy for developed system to be responded to OS version dependency problem,
because source code for development is open.
KEYWORDS:

logic model, asset management, tablet PC, road patrol.
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そこで本研究では、カメラ付きタブレットPC
を用いた点検項目入力システムの構築を行っ
た。現在市販されているカメラ付きタブレッ
トPCは現場の状況写真を撮るだけで撮影した
方向と撮影場所の座標が自動的に取得でき、
地図上にポイントを落とす事が可能である。
現場で取得したデータをテキスト形式で事務
所のデータ管理システムに吸い上げること
で、点検時状況把握から点検状況入力までの
作業を滞りなく行う事が可能となり、作業従
事者による転記ミスの大幅な削減が期待さ
れ、蓄積されるデータの精度向上が期待され
る。データの精度向上はロジックモデルの精
度向上にも繋がり、日常業務のマネジメント
フローの効率化が期待される。

【研究目的】
少子高齢化が進み、近年の厳しい財政状況の
中で、道路施設の維持補修においても計画的
かつ効率的な管理業務が課題となっている。
道路管理業務コストの中でも道路巡回業務が
占める割合は高く、道路の安全性を前提とし
て、同時に効率性にも考慮した道路巡回方法
を検討することが求められている。そのよう
な傾向がありながらも、同一県内に存在する
各道路維持管理事務所間においてさえ、点検
項目の統一や電子データ管理一元化が行われ
ていない状況も未だ存在している。本研究で
はロジックモデルを用いることにより業務フ
ロー全体の効率化を目指す。さらにカメラ付
きタブレットPCを用いた点検項目入力システ
ムを構築することにより、紙媒体を用いる事
により生じていた転記ミスの削減・過去デー
タの検索の簡易化などといった作業の効率化
に繋がるようなシステム構築を目的とする。

【研究成果及び新規性】
本研究は、タブレットPCを用いた点検項目入
力システムの構築をメインに進められ、その
結果としてロジックモデルに基づいたシステ
ムのプロトタイプ構築が成された。構築され
たシステムには以下に示す新規性が内在して
いる。
１.現在一般的に購入可能なタブレットPCを
入力媒体に用いることで、システム導入の際
のコストを大幅抑えられる。
２.開発アプリケーションのOSのバージョン
依存性に関しては、どのようなシステムにも
存在する問題ではあるが、開発ソースが公開
されていることからOSのバージョンアップに
も容易に対応できるシステムである。

【研究手順】
本研究における重要な概念の一つであるロジ
ックモデルは、予算執行、点検・補修の実施
といった日常的に行う維持管理業務が、安全
性や快適性の確保といった最終目標達成にど
の程度影響を与えているかを計測するための
ツールであり、日常管理におけるPlan-Do-Ch
eck & Actionのマネジメントフローを監視す
る役割を担っている。実際にマネジメントフ
ローを監視するためには、業務効果を定量的
に評価できる評価指標を検討する必要性が生
じることとなる。評価指標は巡回作業時の点
検結果の1次データあるいは2次以降のデータ
を用いて算出され、中長期的にそれら評価指
標を比較することによって維持管理方針の妥
当性検討を行う事が出来る。
ロジックモデルの効用を最大限にするため
に、評価指標の精度を上げる事は非常に重要
であり、取得点検データを正確に蓄積可能な
システム開発が必要である。
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