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第1章 はじめに 
 

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，災害時には迅速かつ適切に機

能回復を図ることが求められる．道路構造物の被災状況を正確に把握するために，

点検や補修などの情報（以下，維持管理情報という）を 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．道路維持管理において上流工程の設計・施工および

点検・補修などの維持管理で発生する情報を 新の状態で蓄積し活用するために，3

次元データに時間属性を考慮した 4 次元の情報環境下で平常時・災害時の情報の管

理と活用を実現する解決策が考えられる． 

 

1-2 研究目的 

 

本研究では，平常時と災害時の情報管理を考慮した道路維持管理を実現すること

を目的として，道路維持管理情報について時空間概念を考慮した 4 次元のデータモ

デルを構築し，道路維持管理支援システムを開発して現場に適用する．そして，膨

大な維持管理情報のうち，クラウド管理，災害時のオフライン環境を考慮した携帯

端末管理，庁内で共有・管理する情報運用を検討し，災害時の利用を考慮したクラ

ウド，オンラインおよびオフラインのシステムアーキテクチャを提案する．本研究

によって，時空間概念に基づくデータモデルの拡張，道路維持管理支援システムの

クラウド化を含めたシステムアーキテクチャ構築と実装，システム利用による知見

を得る． 
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第2章 クラウド技術の概要と関連研究 
 

2-1 クラウド技術の概要 

 

クラウドコンピューティングとは，データやソフトウェアの所在を意識すること

なく，ネットワーク上に存在するサーバが提供するサービスを利用することができ

るというコンピューティング形態のことである．クラウドコンピューティングは，

大きく 3 種類に分類できる． 

 SaaS（Software as a Service）：ソフトウェアサービスを提供するサービス 

 PaaS（Platform as a Service）：プラットフォームを提供するサービス 

 IaaS（Infrastructure as a Service）：インフラストラクチャを提供するサー

ビス 

クラウドコンピューティングの特徴として，次の 5 点が挙げられる． 

 インターネット上から自分が使いたいときに使いたいサービスだけを取り出

して使うことができる． 

 Web ブラウザがあればサービスを利用することができる． 

 複数のサーバを利用することによって様々な用途に合わせた柔軟なリソース

を提供することができる． 

 大規模なデータにも対応でき，データが増加しても迅速にシステムを拡張す

ることができる． 

 使用した分だけを支払う料金体制（従量課金制）を取り入れている． 
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2-2 関連研究 

2-2-1 クラウド技術を用いた学術論文 

 

（1） Web 情報を用いた竜巻経路推定支援のためのクラウドソーシング技術開発の

試み１) 

災害発生時に災害の写真等が数多く Web 上に投稿されることに着目し，クラ

ウドソーシングによってこれらの写真から災害状況を把握する手法の可能性を

検討した．特に，2012 年 5 月 6 日に茨城県つくば市北条で発生した竜巻の経路

推定を題材に，それをクラウドソーシングによって行うためのマイクロタスクを

設計し，実験した．災害時における災害状況の迅速な把握は重要であるが，必ず

しも容易ではない．なぜなら，災害状況把握の機械化は難しく，災害状況把握を

行うための人材の確保も困難であるためである．このような問題を解決する有効

なアプローチとして，クラウドソーシングに大きな期待が寄せられている． 

筆者らは，災害発生時に災害の写真等が数多く Web 上に投稿されることに着

目し，クラウドソーシングによってこれらの写真から災害状況を把握する手法に

ついて検討を行った．特に，2012 年 5 月 6 日に茨城県つくば市北条で発生した

竜巻を題材に，竜巻が写った写真とクラウドソーシングを用いて，竜巻の経路推

定を実際に試みた．本論文の重要な貢献は，クラウドソーシングによる災害状況

把握支援の可能性を示す実証例を提供することである． 

 

（2） Web 情報を用いた災害状況把握のためのクラウドソーシング用マイクロタス

ク設計の試み 2) 

災害時における災害状況の迅速な把握は重要であるが,必ずしも容易ではない．

本研究では，近年 Web上に災害時の写真や動画が数多く投稿される事に着目し，

クラウドソーシングによってこれらの写真や動画から災害状況を把握する手法

を提案した．特に，2012 年 5 月 6 日につくば市で発生した竜巻の経路推定を題

材にした． 
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（3） 東日本大震災における情報通信技術の利用と課題 3) 

東日本大震災は，東北地方の太平洋沿岸部を中心とした広い範囲の人や社会基

盤に甚大な被害をもたらした．情報通信システムも例外ではなく，様々な影響を

受けた．急速に変化している情報通信技術や情報通信システムが今回の震災の中

でどのような役割を果たし，どのような課題が明らかになったかを振り返ること

は，災害に強く，使いやすい社会基盤を実現するために必要な情報通信技術は何

かを考える上で重要である． 

東日本大震災で ICT がどのような役割を果たし，どのような課題が明らかに

なったかを考察し，耐災害性や安定性を実現するために ICT に求められる要件

や研究開発課題を明確にする．そのために，まず ICT に不可欠な電力の被害と復

旧状況を踏まえ，通信網の復旧状況，インターネットや SNS，携帯機器の利用状

況と課題について整理した．次いで，震災に対応するために構築されてきたシス

テムの利用状況とその課題，クラウドコンピューティングや情報セキュリティ対

策といった 近の ICT の利活用状況と課題について考察した． 
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2-2-2 災害におけるクラウド技術を用いたサービス事例 

 

本研究では，災害におけるクラウド技術を用いた市場のサービスの事例を調査し

た．調査にあたっては，名称，開始年月，実施機関，概要，特徴，内容を整理した．

整理結果を表 2-1～表 2-8 に示す． 

 

表 2-1 クラウド型危機管理情報共有システム 

事例名 クラウド型危機管理情報共有システム SAVEaid／セーブエイド 4)

開始年月 2009 年 10 月 
機関 日本ユニシス株式会社 
概要 地震・風水害などの災害発生時の情報を整理し，可視化して地図上

で共有することで，初動期の自治体と企業の復旧活動を行う SaaS
型の防災 GIS サービス 

特徴 1. 携帯電話・PC による被災情報収集 
2. 災害現場からと個人からの被災情報を一枚の地図上に表示 
3. 地域全体で被災情報を共有可能 
4. クラウドデータセンターを基盤とするサービスを活用して運

用 
5. 災害情報や交通情報を自動的に取り込みが可能 

内容 災害時，非常に重要となる被害情報を一元化し，迅速で確実な対

応を支援すると同時に職員の安否や参集状況のリアルタイム把握

を可能にする． 
提供機能を次に記載する． 
① 職員参集・集計機能 

携帯電話から参集情報を入力し，システムで自動集計する．ま

た，職員の参集状況を一目で把握することができる． 
② 避難所状況報告・集計機能 

携帯電話から支所や避難所の被害状況，使用可否，避難者数の

第一報を報告する．これにより，住民の誘導や物資の配布ルー

ト決定などに役立てる． 
③ 被害状況報告・集計機能 

市町村内で発生した被害を発生日時，地区，種別，対応状況の

視点で可視化する．これにより，対応漏れ・二重対応の防止な

ど，効率的な対応指示に活用できる．また，CSV 出力や EXCEL
コピーが可能なため，報告資料の作成にも利用できる． 

④ 備蓄管理機能 
備蓄品を一覧で管理する．また，備蓄品の入出庫や移動の管理

についても管理できる． 
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表 2-2 sinsai.info 

事例名 sinsai.info5) 
開始年月 2011 年 3 月 11 日 
機関 Amazon Web Services，ニフティ株式会社 ，Yammer，ヤフー株

式会社，EZ-PC 株式会社（E5Gamers)，株式会社コパイロツト，

アーキタイプ株式会社，グリー株式会社，株式会社シリウステクノ

ロジーズ，マップコンシェルジュ株式会社，株式会社 NTT データ，

日本電信電話株式会社，コアカラーズ株式会社，ORCA-Network，
株式会社ベリルック・ドット・コム，アイバイオテック株式会社，

OSGeo 財団日本支部，Georepublic Japan 
概要 「sinsai.info 東日本大震災 | みんなでつくる復興支援プラット

フォーム」は 2011 年 3 月 11 日に日本で発生した東北沖地震の復

興を支援するために作られた． 
ニュージーランド地震の際にも多方面より活用されたクラウド

ソーシングツール Ushahidi で構築されており，ボランティアの開

発者，ボランティアのデータ管理者，OpenStreetMap Japan およ

び OpenStreetMap Foundation Japan の有志，により自発的に

運営されている． 
特徴 現場にいないとわからないことをレポートとして投稿すると，多く

の人に有益な伝えることができる． 
レポートとは，被災地の支援案内，道路状況，安否確認など，みん

なで共有すると役立つ情報のことである． 
内容 ウェブサイト，メール，ツイッターから送られてくる被災地のレ

ポートを目視にて確認して公開している． 
sinsai.info の使いかたを次に記載する． 
① レポートを見る 
レポートとして多くの情報が集まっている． 
② レポートを評価する 
投稿されたレポートの内容についてフィードバックいただくこと

も非常に有益な情報源となる． 
③ レポートを投稿する 
被災地の支援案内，道路状況，安否確認などをレポートとして投稿

することで，多くの人に貴重な情報を届けることができる． 
④ アラート取得 
指定の場所から 20 キロ範囲内でレポートが公開された場合に，お

知らせメールで送る． 
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表 2-3 EMT 

事例名 EMT（Emergency Mapping Team）6) 
開始年月 2011 年 3 月 
機関 株式会社 Agoop，明宣 G，京都大学防災研究所巨大災害研究セン

ター等 
概要 全国規模での状況認識の統一を可能にするために，志を同じくする

者が集い「東北地方太平洋沖地震緊急地図作成チーム（Emergency 
Mapping Team）」を結成し，内閣府防災担当のご協力を得て地図

作成活動を開始した．  
特徴 EMT では，インターネット上の関連情報を収集整理するとともに，

災害対応において必要とされる地図を作成し，それらをマッシュ

アップ（MashUp）技術を用いて動的地図化するとともに，多くの

独自レイヤーを世界に公開している． 
内容 全国規模での状況認識の統一を可能にするために，志を同じくする

者が集い「東北地方太平洋沖地震緊急地図作成チーム（Emergency 
Mapping Team）」を結成し，内閣府防災担当のご協力を得て地図

作成活動を開始した．本チームは過去に 2007 年新潟県中越沖地震

において新潟県災害対策本部内に地図作成班を構築し，活動を行っ

た実績がある． 
 
作成する地図 
 国レベルでの広域的な状況認識のための情報の地図による可

視化 
 都県レベルでの活動の調整に必要な情報の地図による可視化 
 緊急性・重要性が高い現場での活動を支援する情報の地図によ

る可視化 
 
ボランタリーな協力をお願いしたいもの 
(1) 地図を作成すべき主題データ 
(2) 地図作成に必要となる基礎データ 
(3) 地図作成に関わる人材 
(4) 円滑な活動を支援する人材 
(5) 活動に必要となる資器材 
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表 2-4 共創型クラウド 

事例名 共創型クラウド 7) 
開始年月 2012 年 3 月 
機関 株式会社 NTT データ，国立大学法人東北大学，公立大学法人会津

大学 
概要 モバイル端末や MEMS センサー，M2M 技術を活用した各種社会

インフラの点検調査データ収集と，収集した大規模データを地域コ

ミュニティー，行政，専門技術者が連携して診断評価を行うことが

できる共創型クラウドを構築のうえ検証・評価を行う． 
特徴 東日本大震災により広範囲にわたり甚大な被害を受けた社会イン

フラの早期復旧と復興を目的に，"人"と"機械"が補完しあう「共創

型クラウド」の開発を行うものである． 
内容 被災地復興支援に向けた社会インフラデータ活用基盤整備事業を

実施した． 
事業内容を次に記載する． 
① ICT を活用した社会インフラデータ活用基盤整備 

震災により，健全度が低下した多数の社会インフラ（道路，橋

梁等重要構造物，ビル）に対し，限られた人的リソースでも，

ICT を活用して社会インフラの点検・調査および評価を効率的

に行うことができる仕組みを構築する． 
② 社会インフラデータ活用基盤を用いた新たなビジネスモデル

の検証 
社会インフラデータ活用基盤が提供する検証評価コミュニ

ティー（NPO・地域ボランティア等）や専門家などさまざまな

人々が協働する"場"（共創型クラウド）を活用し，インフラ管理

のための情報収集や維持管理をコミュニティー全体で実施する

取り組みについて検証評価を行う．  
図 

 
図の出典： 
http://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2012/031200.html 
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表 2-5 被災地自治体向け減災情報配信サービス 

事例名 被災地自治体向け減災情報配信サービス 8) 
開始年月 2011 年 6 月 
機関 株式会社 NTT データ，株式会社 NTT データ東北，一般財団法人

日本気象協会，株式会社ハレックス 
概要 気象庁から発表される気象情報を常時監視し，状況変化から大雨災

害の危険度を分析して自治体の防災担当者に通知するクラウド

サービス． 
特徴 本サービスは，日本気象協会とハレックスが提供する大雨に関する

防災情報を活用し，利用自治体に対してマッシュアップされた大雨

災害減災情報を配信するクラウドサービスである．配信サービスは

NTT データの提供するクラウド基盤上に構築される． 
内容 このサービスは気象庁から発表される気象情報を常時監視し，状況

変化から大雨災害の危険度を分析して自治体の防災担当者に通知

するクラウドサービスである． 
また，自治体における災害対応体制の準備，避難勧告や避難指示の

発令判断を支援するため，気象コンサルタント（気象予報士）によ

る情報の解説を付加し，自治体の防災担当者の意思決定を支援でき

る仕組みを提供する． 
サービス内容を次に記載する． 
① 大雨災害の危険段階を識別して利用者に通知 
② 災害対応の意思決定に必要な情報を選択して配信 
③ 気象コンサルタント（気象予報士）による支援 

図 

 
図の出典： 
http://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2011/062103.html 
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表 2-6 災害廃棄物統合管理クラウドシステム 

事例名 災害廃棄物統合管理クラウドシステム 9) 
開始年月 2012 年 8 月 
機関 株式会社奥村組，伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 
概要 廃棄物統合管理システムは，移動体資産管理クラウドサービス

（Mobile Asset Management Service）と，情報の可視化と共有を

目的としたクラウデージポータル（cloudage portal）の二つのサー

ビスを相互にリンクさせることにより構成している． 
特徴 1. 廃棄物の運搬・処理管理 

2. ダ ンプトラックの運行管理 
内容 東日本大震災に伴い発生した廃棄物（がれき）は，現在もそれぞれ

の地区内で数ヵ所に分けて集積（仮置き）されており，処理業務を

進めるに当たっては，それらを一旦，処理ヤードに運搬し，土砂，

木材，コンクリートガラ，金属など十数種類に選別・破砕したうえ

で，指定された受け入れ先（処分場）へ搬出するのが一般的となっ

ている．このようなことから，多くの人員，各処理工程や全体の進

捗状況等をいかに効率的に管理するかという課題がある． 
そこで，クラウドサービスを利用した「廃棄物統合管理システム」

を開発した．すべてのダンプトラックの運行状況から積荷（廃棄物）

の種類，重量（搬出入量）等に至るまで情報を一元的に収集・管理

できるようにしたことにより，日々の業務管理の省力化を実現し

た． 
図 

 
図の出典：http://www.ctc-g.co.jp/news/press/20120823a.html 
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表 2-7 ふじのくに防災情報共有システム 

事例名 ふじのくに防災情報共有システム 10) 
開始年月 2011 年 7 月 
機関 静岡県 
概要 道路や避難所，救護所，ヘリポート，病院など必要な情報をデータ

ベース化し，電子地図（GIS）に被害状況等を表示するシステム 
特徴 1. メインサーバーのクラウド化 

2. 情報の可視化と共有認識に基づく対策の実現 
3. 緊急速報メールとの連携 

内容 地震等の危機事案発生時において，人命救助が行うことができるの

は発災後 72 時間と言われており，その間の救出・救助や負傷者，

避難者への対応などを迅速かつ円滑に実施するためには，応急対策

等に必要な情報を県，市町村等の行政機関のみならず，自衛隊，警

察，消防等の防災関係機関，さらにはライフライン関係企業と共有

化することが重要である．このため，道路や避難所，救護所，ヘリ

ポート，病院など必要な情報をデータベース化し，電子地図（GIS）
に被害状況等を表示するシステム（ふじのくに防災情報共有システ

ム）を活用することにより，防災関係機関や市町との情報共有化を

進めていく． 
図 

 
図の出典：http://www.nga.gr.jp/app/seisaku/details/3334/ 
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表 2-8 農山漁村被災者受入れ情報システム 

事例名 農山漁村被災者受入れ情報システム 11) 
開始年月 2011 年 4 月 
機関 富士通株式会社 
概要 本システムは，自治体や農林水産関係団体が提供する，住まい，農

林水産業関係の雇用，活用できる農地や耕作放棄地などの受入れ情

報について，自治体を通じ被災者に提供するために立ち上げた仕組

みである． 
特徴 東日本大震災による被災者支援の一環として，全国各地の農山漁村

に存在する空き家，廃校舎，農林水産業体験施設など受入れ可能な

住まい情報とあわせ雇用などの受入れ情報の提供を行う． 
内容 本システムは，受入れ側の地方公共団体，農林水産業・食品産業関

係団体等が提供する住まいの情報，雇用の情報，農地や耕作放棄地

の情報等に，被災地域の地方公共団体がインターネットを通じてア

クセスできるシステムである． 
このシステムにより，被災者が被災地域の地方公共団体に受入れ側

の地域等の意向を相談した際，意向を踏まえた迅速な情報の提供が

できる． 
また，受入れ側の地方公共団体，農林水産業・食品産業関係団体等

は，随時情報の入力・更新を行う． 
 
受入れ側の地域では，地方公共団体，農林水産業・食品産業関係団

体，NPO 法人，民間団体等の協力の下，空き家等の住まいの情報，

農林水産業関係の雇用の情報，活用できる農地や耕作放棄地の情報

等を，より速く，より確実に被災地域へ提供することができる． 
被災地域の地方公共団体では，被災者の多様な意向を踏まえ，知り

たい情報を迅速に把握することができ，効率的できめ細かなマッチ

ングができる． 
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2-2-3 道路におけるクラウド技術を用いたサービス事例 

道路を対象としたクラウド技術のサービス事例を表 2-9～表 2-11 に整理した． 

 

表 2-9 道路パトロール支援サービス 

事例名 道路パトロール支援サービス 12) 
開始年月 2013 年 6 月 25 日 
機関 富士通株式会社 
概要 スマートフォンを利用して，道路の点検，パトロールを支援するク

ラウドサービス 
特徴 1. 道路パトロールや車両での移動時に自動的に情報収集する． 

2. スマートフォンを活用する． 
3. 収集したすべてのデータから，相対的評価で補修箇所を特定す

る． 
内容 専用のアプリケーションをインストールしたスマートフォンを自

動車に積んで走行することで，内蔵する加速度センサーにより道路

の凹凸情報を収集する．収集した情報はクラウド上で地図情報と組

み合わせることで，道路の舗装状況を診断し補修箇所を地図上でわ

かりやすく表示する．また，作業報告書の作成の効率化を行う． 
主な提供機能を次に記載する． 
① 観察地点情報収集機能 

スマートフォンの GPS 機能により，異常箇所の確認地点を地

図上に自動表示する． 
② 装劣化推定機能 

スマートフォンの加速度センサー情報から，道路の凹凸状況を

簡易診断して地図上に表示する． 
③ 報告書作成機能 

観察地点で入力したコメントおよび写真から報告書を作成す

る． 
④ 走行データ比較分析機能 

走行時期の異なる 2 つの舗装劣化推定情報を地図上に表示し

て比較する． 
図 

図の出典： 
http://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/saas/application/road-net/ 
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表 2-10 道路情報収集システム 

事例名 クラウド型道路情報収集システム 13) 
開始年月 不明 
機関 株式会社 YCC 情報システム 
概要 道路の危険箇所の情報を一元管理・委託業者との連絡をスムーズに

行うシステム 
特徴 1. 管轄地域の道路状況を一元管理 

2. 写真とマップで現場の状況確認 
3. 状況確認も委託業者への連絡もシステム内で 

内容 本システムでは，自治体のパトロール業務にて道路の損傷やごみの

不法投棄など道路の異常を見つけた際，その状況を写真に撮影して

専用サイトへ登録することができる．登録内容はシステム内の電子

マップ上で確認できるので，現場の正確な位置情報や状況を事前に

確認することができる． 
また，委託業者への道路補修等の作業依頼は，システム内で互いに

登録内容を見ながら行うことができる． 
システムの流れを次に記載する． 
① 道路情報の登録 
② 登録内容の検索・確認委託業者への作業依頼 
③ 委託作業の内容の確認作業完了の連絡 

図 

図の出典： 
http://www.yamagata-ycc.co.jp/product/doc/roadinfo.pdf 
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表 2-11 巡回点検支援システム 

事例名 巡回点検支援システム 14) 
開始年月 不明 
機関 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 
概要 日常で実施する道路巡回点検時の確認事項，もしくは住民からの通

報により現地で確認した舗装や標識・照明柱等の不具合，劣化・損

傷等を記録し，対策を実施した場合にはその結果を管理するシステ

ム 
特徴 スマートフォンやタブレット，画像伝送・解析，クラウドなどの ICT

技術を活用し，道路維持管理の効率化・高度化に向けて総合的な

サービスを提供する． 
内容 本システムは，日常で実施する道路巡回点検時の確認事項，もしく

は住民からの通報により現地で確認した舗装や標識・照明柱等の不

具合，劣化・損傷等を記録し，対策を実施した場合にはその結果を

管理するシステムである．GPS 機能により，確認箇所を自動取得

し，結果をクラウドサーバー内の地図上に収納し，データベースと

して管理する． 
図 

図の出典： 
http://www.oriconsul.co.jp/service/pdf/project/40poster.pdf 
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2-3 災害時の情報システム利用の課題 

 

大規模災害の発生時には，停電やネットワーク不通となり，Web ベースの情報シ

ステムを利用することができない．現場業務では地図情報と資料の位置確認が重要

であり，付近にあるランドマークなどの目標物を元に，対象情報を検索している．

大規模災害などでランドマークが倒壊している場合は GPS と地図を用いて検索す

ることが有効である．しかし，オフライン時に地図描写を行うことができる有効な

Web API はない． 
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第3章 時空間概念に基づく道路データモデル 
 

3-1 道路維持管理業務の内容 

 

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 3-1 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 15)．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 16),17)．計画的 

 

 

図 3-1 道路維持管理業務の概要 15) 

 （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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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

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． 

 本研究では，図 3-1 の赤線枠内の業務を対象とする． 

 

3-2 プロダクトデータモデル 

 

プロダクトデータモデル（Product Data Model）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 18)-23)．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た 22)-24)．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 3-2 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． 
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図 3-2 プロダクトデータモデルの構築手順 

 

（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．

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

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
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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． 

 

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 3-3 に示す． 

 

 

図 3-3 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 
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3-3 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，これを核とする道路維持管理支援シス

テムを提案する．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．道路維持管理支援システム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道路維持管理支援システムとするた

めに，変化に柔軟に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 3-4 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． 
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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． 

本研究で提案する道路データモデルでは，災害情報クラスを構築する．災害情報

クラスには，災害種別・被害情報・災害対策実施情報・位置情報など必要な情報の

み保持する．災害種別は地震や津波などの情報であり，被害情報は被災地の被害状

況に応じてランク分けする．災害対策実施情報については，被害が起きた後の施工

情報である．また，位置情報は被災地の緯度経度，もしくは GPS を利用できない状

況では周辺の施設などの情報も含める． 

 

 

図 3-4 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 
 

本章では，災害時の利用を考慮した道路維持管理支援システムを設計し，そのプ

ロトタイプを開発する．本システムが取り扱う道路維持管理情報は，日常の維持・

補修情報，住民通報情報，業務マニュアルと，道路，標識，橋梁，照明台帳などの

各種台帳情報を指す． 

 

4-1 設計方針 

 

道路維持管理システムの開発にあたっては，システムの機能要件を明確にするこ

とによって，全体 適化を図ることができる．ライフサイクルにおける複数の業務

で取り扱う情報とシステムを全体 適化するためには，社会基盤施設に係わる情報，

関係者，法令などについて，業務フェーズや組織を越えた全体的な視点でシステム

を分析し設計するシステムアーキテクチャが必要である．システムアーキテクチャ

は業務や情報の全体を俯瞰した業務プロセスモデルおよびプロダクトデータモデル

などを定義した設計図と言える．構造物や業務毎のシステムがシステムアーキテク

チャに基づいて開発されることにより，その上で個別の業務に固有の機能や事象を

対象とした情報とシステムを定義することができる． 

社会基盤施設に係わる情報管理システムは，社会基盤施設のライフサイクル情報

を円滑かつ有効に流通，活用する基盤である．これは，広義には，社会基盤施設に

係わるあらゆる活動の遂行に関連し，活動の遂行を可能にする運営全体（法令，方

法，手続き，情報，システム，方針，決定など）を意味する．システムを実現する

ために必要な技術は，データの観測・計測や収集の技術（情報の収集技術），集めら

れたデータや情報を整理，管理し，必要な利用者に流通する技術（情報の流通技術），

さらにデータや情報を活用する技術（情報の活用技術）と考える．本研究では，情

報の収集，流通，活用技術を社会基盤施設に係わる情報管理システムにおける主要

素と位置付け，ライフサイクル情報を流通し活用することを目的として，これらの

技術を運用するためのシステムアーキテクチャを構築する． 

社会基盤施設に係わる情報管理システムの構成を図 4-1 に示す．システムは，空

間情報基盤，プロダクトデータモデル，モデルライブラリ，社会基盤施設データベー
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ス，共通インターフェイス，システム共通機能，社会基盤施設アプリケーションシ

ステムから構成される．空間情報基盤は現実世界をインターネット上およびコン

ピュータ上で再現するために，道路，河川などの地物情報の集合である．モデルラ

イブラリは標準化した情報モデルを蓄積するためのデータベースである．社会基盤

施設データベースはプロダクトデータモデルに則って表現された種々の構造物に係

わる情報を蓄積するためのものである．共通インターフェイスはアプリケーション

システムとデータベース，モデルライブラリとデータベースなどのシステム間の連

携を円滑に実施するための方法と実行形式である．システム共通機能は情報の検索，

管理など，様々なアプリケーションシステムが共通で利用することができる機能の

集合である．アプリケーションシステムは，道路，橋梁，河川，鉄道などを対象と

して情報を管理するシステムや設計，施工，維持管理の各業務段階で業務支援のた

めに利用されるシステムを指す． 

 

 

図 4-1 社会基盤施設に係わる情報管理システムの構成 

 

一方，道路維持管理支援システムの設計にあたり，情報システムの定義にあたる

情報の収集，処理，伝達，利用の観点で道路維持管理支援システムの概念を整理し
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た（図 4-1）．道路維持管理情報が日常の点検，補修業務や事業毎に作成され収集さ

れる．そして，それらの情報を道路データモデルに順ずる形式へ共通化しデータベー

スに蓄積する処理が行われる．蓄積された情報を道路維持管理情報の事務所職員全

員で共有することが伝達にあたり，道路維持管理現場での参照や災害後の確認など

を支援する利用のフェーズとなる．これらの手順を繰り返すことで道路維持管理情

報を増やし，運用していくことを目指す． 

 

 

図 4-2 道路維持管理支援システムの概念 

 

道路維持管理支援システムの設計方針を以下に決定した． 

 維持管理業務において台帳附図への手書き入力，写真の登録，台帳附図の閲覧を

一元的に行うことができる情報システムを開発する． 

 大規模災害が発生し，停電，ネットワーク不通であっても現場の道路状況を確認

するために，オフラインでの利用も可能とする． 
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4-2 システム構成 

 

システム構成を図 4-3 に示す．本システムは，台帳データを保持するサーバと，

道路維持管理支援システムを利用する PC，現場でシステムを利用するためのタブ

レット PC で構成される．システムはオンラインとオフラインから利用でき，それ

ぞれアプリケーションとして開発される．入力した情報はタブレット PC 内に保持

される． 

 

 

図 4-3 システム構成 
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4-3 システム開発環境 

 

システムは，サーバにアクセスし情報を表示させるために HTML，地図上にマー

カを表示するために XML，API や動作処理を行うために Java を利用した Eclipse

環境に開発する．地図の描写には，無償で利用でき，公共システムの構築に適して

いる国土地理院の電子国土 Web システム API を用いる．電子国土 Web システムを

利用して描写した地図を元に，管理されている情報を検索および閲覧する．タブレッ

ト PC は，オフライン利用のためのアプリケーション開発の容易さと，今後の道路

維持管理情報の増加による容量拡大や処理能力の高い機種への変更が容易な端末の

種類の多さ，防水機能の有無，および日常業務での利用に耐えられる画面サイズを

考慮し，Android OS を搭載した Arrows Tab F-01D（富士通製）とし，アプリケー

ションの開発には Java 言語を用いた． 

オフライン環境でシステムを利用するために，タブレット PC 内部に道路維持管

理情報，台帳情報と地図データを保持する．災害時の数日間の停電時でインターネッ

トを利用できない場合，タブレット PC の内部に保持した情報を閲覧できる．停電

時の電力は，自動車のシガーソケットからの供給を想定する． 
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4-4 システム設計 

 

4-4-1 画面構成 

 

本項ではタブレット端末の画面設計を行う．システムでは ID とパスワードを入

力後，台帳選択画面（図 4-4）が表示され，検索したい台帳を選択した後検索方法

選択画面（図 4-5）が表示され，検索方法を選択する． 

 

 

図 4-4 台帳選択画面 

 

 

図 4-5 検索方法選択画面 
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4-4-2 システム機能 

（1） 台帳検索機能 

台帳の検索方法は，GPS からの検索，一覧からの検索の 2 種類である．GPS

からの検索は地図をベースとして検索する方法である．一覧からの検索は路線一

覧から選択する検索方法である．道路台帳を検索したときの地図のイメージを図

4-6 に示す．道路台帳は路線ごとに管理されており，地図上にマーカを並べた場

合路線が交差する地点や混み合っている地点では現場作業職員が混乱する可能

性がある．現場作業員の混乱を避けるため路線ごとに台帳附図を閲覧できるよう

にし，その路線の台帳附図が登録されている地点にマーカが表示されるようにす

る．マーカは座標情報とそこに該当する台帳附図の番号が記述された XML を読

み込むことで表示させる．これにより頻繁にバージョンアップが行われる電子国

土 Web API の環境にも依存することなくマーカを表示できるため機械に不慣れ

な職員でもシステムの運用を可能にした． 

 

 

図 4-6 道路台帳検索画面 

 

（2） 台帳附図表示機能 

台帳附図はタブレット端末上に表示される．道路維持管理の現場で A3 の紙媒

体で閲覧したときと同等の視認性を有する．隣り合った台帳附図はメニューボタ
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ン操作で切り替えることができる．台帳附図は，3G 回線を利用してサーバから

取得される．台帳附図は，3G 回線を利用して，サーバから取得される．先行シ

ステムでは台帳附図の画像データ(TIF 形式)の容量が大きすぎて画面に収まらな

いという課題があった．画像のサイズは 9292×6552 であった．そのため，本シ

ステムでは台帳附図は小容量で鮮明な画像データである PNG 形式に変換し，

サーバに保管されている．変換後の画像のサイズは 1600×1200 である． 

 

（3） 調査・点検情報編集機能 

調査・点検情報編集は台帳閲覧時に生垣や街路樹が成長し道路に大きくはみ出

ているといった留意点などを台帳附図に書き込むときと，パトロールなどの維持

管理業務中に発見したガードレール破損箇所や道路のポットホールの発見など

を台帳附図上に書き込むときに利用される．書き込みはタブレット端末のタッチ

パネルを利用した手書きでの書き込みと内部のキーボードを利用して書き込ま

れる．また，写真の登録も可能とし，台帳附図に紐付けて登録される．登録した

写真には手書きでの書き込みができる．図 4-7 に台帳附図への手書き書き込み画

面を，図 4-8 にキーボードでの書き込み画面をそれぞれ示す． 

  

 

図 4-7 台帳附図への手書き書き込み 
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図 4-8 台帳附図へのキーボードでの書き込み 

 

4-4-3 オフラインシステム 

 

オフライン環境では 3G 回線を用いた WebGIS を利用することができないので

台帳検索に地図は用いず，路線一覧から利用する台帳を選択する．また，任意の台

帳附図に移動するため画面上部に台帳附図のサムネイルを表示し，指でスライドし

選択することによって閲覧できるようにする．図 4-9 に台帳附図表示画面を示す．

調査・点検情報編集機能については書き込みがタブレット端末内に保持されるため

片方のシステムで書き込まれた内容は双方で閲覧することができる． 
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図 4-9 台帳附図表示画面 
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4-4-4 システム機能開発 

 

本システムは，以下の機能から構成される． 

（1） 台帳附図検索 

台帳附図は路線名，GPS 機能による現在位置情報から検索される（図 4-10）．

台帳附図の位置情報は電子国土 Web API で描画した地図上にマーカとして表示

される（図 4-11，図 4-12）．電子国土 Web API のバージョンアップを想定し，

台帳附図の座標情報が登録されているマーカを XML 形式で記述することで，地

図情報が更新されても対応できるシステムとして開発した．オフライン版では，

GPS 機能が使用できないため路線名からの検索のみとなる． 

 

 

図 4-10 路線名による台帳検索 
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図 4-11 台帳附図の位置表示 

 

 

図 4-12 台帳附図の表示 
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（2） 台帳附図閲覧 

インターネットを経由して，PNG 形式(1 枚約 400KB)の台帳附図情報を参照する

（図 4-13）．附図への書き込みとメモの書き込みが行え，写真の登録の有無を画面

左上のアイコンから確認できる． 

 

 

図 4-13 台帳附図の閲覧 
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（3） 調査・点検情報書き込み 

台帳附図上に手書きでコメントを残すことができる．文字の色は赤と黒があり，

メニューボタンから切り替えることができる．また，キーボード入力もメニューボ

タンからの切り替えにより可能である．台帳附図にパトロール中に発見された破損

を記入した例を図 4-14 に示す． 

 

 

図 4-14 台帳附図と写真へのメモ記入 
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（4） 写真登録 

台帳附図に紐付けて写真を登録できる．登録した写真には手書きで文字を書き込

むことができる．オフライン版による台帳附図の閲覧を図 4-15 に示す． 

 

 

図 4-15 オフライン版の台帳附図閲覧 
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4-5 システム利用 

 

4-5-1 土木事務所におけるシステム利用 

 

道路維持管理支援システムは，A 県土木事務所において，2012 年 11 月 14 日か

ら運用され，道路維持管理の現場で利用された．同事務所で管理している国道 4 路

線，主要地方道 2 路線，県道 7 路線のうち，国道 3 路線，約 550 枚の道路台帳附

図 211MB を管理した．オフライン版では，設計・開発した機能が正常に稼動する

ことを確認した． 

利用者へのヒアリングの結果，システムの操作性については，以下の意見が得ら

れた． 

 オンラインシステムは台帳選択機能の地図の面で操作性がよくなかった． 

 オンラインシステムでは台帳附図をページをめくるようにして閲覧したかった． 

 オフラインシステムは読み込みが早く操作しやすい． 

 オンラインシステムは地図の表示に時間がかかる． 

 オンラインシステムは先行システムに比べると地図の表示以外の応答速度は向上

したように感じた． 

 オフラインシステムでは台帳附図の表示速度が速かった． 

一方，業務支援における利用可能性については，以下の意見が得られた． 

 一枚の台帳附図に対して写真を複数枚登録したかった． 

 日常の業務が多忙で，システムを使用する時間をとれなかった． 

 職員の中には，使い慣れた紙媒体の台帳が良いと思う職員や，新しいシステムに

抵抗感がある職員が多い． 

 

本システムでは，道路維持管理の現場業務で台帳附図の閲覧，調査・点検情報の

登録をタブレット端末一台で行うことを目標とした．評価結果を見てみると，オン

ラインシステムは先行システムに比べると地図の表示以外の応答速度は向上した

ように感じたという意見があり，操作性の向上が示された．しかし，台帳選択機能

の地図の面で操作性がよくなかったため，業務で日常的に利用するのは難しいとの
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ことであった．一方，オフラインシステムは表示速度と動作が速く利用しやすいと

いう意見が得られ，設計方針の妥当性が示唆された．これらの結果は，システム

が 3G 回線を利用しており，データを大量に読み込むために発生している問題であ

ると考えられる．現場業務ではシステムの高速動作が求められるため 3G 回線を用

いたオンラインシステムではなく，高速動作に適したオフラインシステムを利用す

ることが考えられる． 

本システムは，実業務ではほとんど利用されていなかったため，十分な検証には

至っていない．この原因として，評価対象者の情報リテラシーがあまり高くないこ

と，システムを利用して得られた蓄積データを利用して業務をより効率的に行うと

いう意識が高くないこと，既存業務で使い慣れている紙媒体を利用していることが

考えられる． 

一方，本システムの開発と運用を通して，台帳および附図の管理のための以下の

知見が得られた． 

 道路維持管理業務では，道路台帳の他に橋梁，照明，標識，砂防など大量の台帳お

よび附図を管理する必要があり，迅速な検索と閲覧が要求される．本システムで

は，隣接する台帳附図について紙をめくるように閲覧するという要求を満たすた

めに，台帳附図毎に付番して登録した． 

 上記台帳は紙媒体の他に PDF，Excel，画像など様々なファイル形式で存在する．

土木センターから借用した道路台帳附図は PDF 形式であったため本システムで

は PNG 形式に変換する必要があった．今後，台帳を増やす際には既存のファイル

形式から閲覧に耐えうる画像ファイルに変換する作業が必要となる． 

 

4-5-2 iPad を用いた道路維持管理支援システム 

 

Android 端末だけでなく，iPad を用いて道路維持管理業務を行うことが想定さ

れるため，iPad 向けの道路維持管理支援システムを試作した．システムでは，オ

フラインでの地図表示とクラウドサービスの利用を考慮し，カンタンマップ for 

iPad を採用した．iPad 版システムの画面例を図 4-16 に示す． 



 40

 

図 4-16 iPad 版システムの画面例 

 

4-5-3 災害時の情報共有システム 

 

（1） システム概要 

災害時において，円滑かつ効率的に救助，救援，復旧活動を実施するためには，

情報の迅速な収集と共有が欠かせない．しかし，現状では災害情報の収集には電

話と FAX，その共有にはホワイトボードなどが用いられることが多い．そのため，

被災の位置と状況を紙に集約しており，一覧表への転記などの作業と併せて位置

確認作業や関係機関への情報の伝達作業が発生し，関係者間における情報連携に

課題がある．本研究では，オープンソース GIS を用いて災害情報を収集，共有す

るシステムを提案した．そして，平常時においてもシステムを運用し，災害時の

システム活用を円滑に行うために，平常時および災害時の道路規制情報を共有す

るシステムに発展させた． 

 

（2） 災害情報共有システム 

災害時の情報収集と共有の課題を解決するために，災害情報共有システムを提

案する．システムでは，GPS とスマートフォンを用いて，通報者が現場状況と写

真を送信することで正確な位置と状況を紐付けて管理できるようにする．システ

ムの特徴を以下に述べる． 

 パトロール実施前に被災状況の概要を把握することができ，パトロール実施計画
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に反映することもできる．また，被災箇所の二重管理の解消や管理者区分を正確

に行える． 

 位置情報を災害情報の管理に用いることで，地図上で関係者が情報を把握し，共

有する仕組みとする．紙の帳票による管理を行わず， 新の災害情報を入手する． 

 関係自治体と情報を共有し，作業の優先順位の協議を迅速に行い，通行可能道路

を協議する． 

 道路被災状況を元に交通規制情報を市民向けに地図上で提供する．また，ライフ

ラインの被災・復旧情報や避難所などの情報を提供する． 

 

本システムの構成を図 4-17 に示す．本システムは，国土地理院地図を背景と

する．地方自治体や関係機関が幅広く利用でき，高額な利用料を負担することが

ないようにオープンソースの Web GIS として Geo Server を利用し，クライアン

トのライブラリとしては Open Layers と JQuery を利用して地理院地図上で災

害情報を確認できるようにした．地図データベースおよび DBMS には PostGIS

と PostgreSQL，開発言語には PHP を使用した． 

 

 

図 4-17 災害情報共有システムの構成 

 

2013 年 6 月 10 日に実施された大阪府の風水害訓練において，岸和田土木事務

所を対象にシステムを試用し，その使用性と有用性を確認した．訓練では，集中
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豪雨と落雷が発生したとの想定のもと，河川災害，土砂災害，道路災害，公園災

害の仮想災害 8 箇所の状況をシステムに送信し，事務所職員がそれらの内容を確

認して対応を検討するものとした．なお，災害情報は筆者の研究室学生が土木事

務所内のパソコンを使って送信した． 

システムに登録された被災状況を図 4-18 に示す．風水害訓練では，災害対策

本部である会議室にて，職員が災害情報の状況報告と写真を確認する様子が見ら

れた．実験の結果，従来までの紙面での情報収集と共有に比べ，被災箇所と状況

を迅速かつ的確に把握することができ，有効に活用できそうであるとの意見が得

られた．一方で，メールアドレスが長いので送信に手間取る，システム画面のア

イコンやマーカがもう少し大きいと見やすい，掲示板機能があれば指示と対応を

記入できる，という使用性と機能拡張に関する意見が得られた． 

 

 

図 4-18 風水害訓練における情報共有 

 

（3） 道路規制情報登録システム 

災害情報共有システムを平常時から利用できる情報システムとするために，シ

ステムを拡張し，被災時の道路規制だけでなく工事規制情報も入力し，平常時か

ら通行規制の区間を表示し市民に提供する．道路規制においては，当該自治体だ

けでなく，近隣の自治体との情報共有が必要である．大阪府岸和田土木事務所で
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は，和歌山県などの関係機関に対して，管内の規制情報を的確に伝え，道路規制

準備の効率化を図ることが重要である．道路規制情報登録システムは，この課題

を解決し，職員が日常の工事規制などを登録することにより，当該情報システム

に親しみ慣れることを目的とする．システムでは，地図上に規制区間と迂回路を

「線」で入力する．あわせて，これらの始点と終点として，通行止め・閉鎖，一

部車両通行止め，片側交互通行，対面通行，車線規制等をマーカで登録する．地

図上に登録された情報に対しては，移動，修正，分割，削除の編集操作を行うこ

とができる． 

2014 年 6 月 11 日大阪府災害訓練や同年 8 月 9 日の台風 11 号接近において，

岸和田土木事務所では道路規制情報登録システムを用いて規制情報を登録し，職

員にシステムを閲覧してもらった（図 4-19）．システムの操作性と平常時・非常

時モードの色分けにより情報を理解しやすくなっていることについては，岸和田

土木事務所の満足度は高かった．ただし，システムの評価が不足しているため，

今後システムの評価実験を行う． 

 

 

図 4-19 道路規制情報登録システム 
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第5章 おわりに 
 

本研究では，平常時と災害時の情報管理を考慮した道路維持管理を実現することを

目的として，道路維持管理情報について時空間概念を考慮した 4 次元のデータモデル

を構築し，道路維持管理支援システムを開発して現場に適用した．そして，膨大な維

持管理情報のうち，クラウド管理，災害時のオフライン環境を考慮した携帯端末管理，

庁内で共有・管理する情報運用を検討した．道路維持管理システムの運用において，

災害時の利用を考慮したクラウドサービスの利用方法として以下を提案する． 

 プライベートクラウドとパブリッククラウドの利用：平常時には道路維持管理で

個人情報を扱うことを想定し，プライベートクラウドとして，組織内の特定利用

者が道路台帳や附図など維持管理情報を管理する．災害時には，道路の被災状況

の把握，復旧工事マネジメント情報の利用のため，これらはプライベートクラウ

ドによって利用する．一方で，道路の被災状況を住民に迅速かつ安定して提供す

る必要があるため，パブリッククラウドを利用した情報提供システムとする． 

 オフライン環境でのシステム運用：大規模災害の初期には大規模停電が発生し，

ネットワーク環境が遮断され，オンライン環境のシステムとデータを利用できな

いことを想定し，タブレット端末に必要 小限のデータを保持させ，初期対応行

動でのシステム利用を実現する． 

また，道路維持管理における災害対応として，オープンソース GIS を用いて，災害

情報共有システムを設計開発し，その利用可能性について実験した．そして，平常時

から情報システムを利用しなければ非常時には情報システムを利用できないため，災

害情報共有システムを地方自治体が連携して利用できる道路規制情報登録システム

に拡張し運用した．その結果，災害情報共有システムを利用して現場で発見した災害

情報を事務所で共有できることを確かめられた．ただし，このシステムを円滑に運用

するためには，事務所職員がシステムの意義と操作に精通している必要がある．そこ

で，道路規制情報登録システムにより平常時から官民が情報を共有する環境を構築す

る基礎ができたと考える．災害時には，官だけでなく民が災害情報を収集し，素早く

復旧活動を行うなど，民の果たす役割が非常に大きい．本研究は，この点に大きく貢

献できる． 
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ROAD MAINTENANCE SYSTEM BASED ON TEMPORAL AND 

SPATIAL CONCEPT CONSIDERING DISASTER USE 
 

Satoshi Kubota 1 
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   Maintenance management is an essential operation that should be carried out effectively for maintaining, 
repairing, and rehabilitating infrastructures. It is necessary to accumulate information produced during the 
entire life cycle of civil infrastructures in order to analyze problems and find solutions within a temporal 
sequence and to maintain them strategically and effectively. In road maintenance site, the administrators and 
engineers want to refer and utilize the road ledger and its drawings. It is difficult to carry and use the ledgers, 
because they are paper based documents. 
   The primary objective of this study is to develop the product data models, which systematic information is 
defined for accumulating, exchanging, and sharing in civil infrastructure. And, this study proposed a road 
maintenance management system to collect, accumulate, share, and utilize the information considering disaster 
use.   Road data models are effective for building an environment where the various data generated in a 
construction enterprise are used in an integrated manner. 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. And, disaster information was added in structural 
information. The location-based expressions ‘GM_Point’, ‘GM_Surface’, and ‘GM_Polygon’ are defined to 
connect the road data model to spatial information. 
   Disaster information should be collected and shared quickly for acting rescue and rehabilitation smoothly 
and effectively. In this paper, a disaster information sharing system and a highway regulation information 
posting system for disaster and normal situations were proposed and tested. The systems were developed using 
open source GIS. And the systems were used for disaster training and typhoon for testing the usability and 
application. 
 

KEYWORDS: road maintenance, product data model, information management, temporal and 
spatial information, disaster. 
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1．背景と目的 
 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．道路構造物の被災状況を正確に

把握するために，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．道路維持管理において上流工程の設
計・施工および点検・補修などの維持管理で

発生する情報を最新の状態で蓄積し活用する

ために，3次元データに時間属性を考慮した4
次元の情報環境下で平常時・災害時の情報の

管理と活用を実現する解決策が考えられる． 
 本研究では，平常時と災害時の情報管理を

考慮した道路維持管理を実現することを目的

として，道路維持管理情報について時空間概
念を考慮した4次元のデータモデルを構築し，

4次元GISを基盤とした情報共有プラットフ
ォームを開発して現場に適用する．そして，

膨大な維持管理情報のうち，クラウド管理，
災害時のオフライン環境を考慮した携帯端末

管理，庁内で共有・管理する情報運用を検討

する． 
 
2．時空間概念に基づく道路データモデル 
 本研究で提案する道路データモデルでは，

構造物情報と業務情報を分離し災害情報クラ

スを構築する．災害情報クラスには，災害種
別・被害情報・災害対策実施情報・位置情報

など必要な情報のみ保持する．災害種別は地
震や津波などの情報であり，被害情報は被災

地の被害状況に応じてランク分けする．災害
対策実施情報については，被害が起きた後の

施工情報である．また，位置情報は被災地の

緯度経度，もしくはGPSを利用できない状況
では周辺の施設などの情報も含める． 
 
3．システムの設計と開発 
  
 道路維持管理支援システムの設計にあた
り，情報システムの定義にあたる情報の収集， 

処理，伝達，利用の観点で道路維持管理支援

システムの概念を整理した．システムの設計

方針は，維持管理業務において台帳附図への
手書き入力，写真の登録，台帳附図の閲覧を

一元的に行えること，および大規模災害が発
生し，停電，ネットワーク不通であってもオ

フラインでシステムを利用できることとし
た．システムは，道路維持管理現場にて数ヶ

月運用し，操作性と持続的に利用するための

課題が明確になった． 
 道路維持管理の平常時と災害時の利用を考

慮した情報システムとして，災害情報共有シ
ステムと道路規制情報登録システムを開発し

た．システムはオープンソースGISを用いて

現場ニーズを把握しつつ開発し，複数回の防
災訓練での試用と台風などでの実用を経て，

改善点を収集した． 
 
4．まとめ 
 本研究では，平常時と災害時の情報管理を

考慮した道路維持管理を目的として，道路維

持管理支援システムを開発した．そして，災
害時の利用を考慮したクラウドサービスの利

用方法を検討した．本システムは，災害時の
利用を考慮してWebによるオンラインと，大

規模災害のネットワーク不通時のためのオフ

ラインによって運用できるものとした． 
また，道路維持管理における災害対応とし

て，オープンソースGISを用いて，災害情報
共有システムを開発した．平常時から情報シ

ステムを利用するために，道路規制情報登録
システムを運用した．その結果，災害情報共

有システムを利用して現場で発見した災害情

報を事務所で共有できることを確かめられ
た．災害時には，官だけでなく民が災害情報

を収集し，素早く復旧活動を行うなど，民の
果たす役割が非常に大きい．本研究は，この

点に大きく貢献できる． 
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