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第１章 業務概要 

１．１ 調査目的 

日本の高速道路は昭和 38 年名神高速道路の開通から 50 年を経過し、供用延長が 9,000km に

達している。このうち、供用から 30 年以上を経過した延長が約 4 割を占めるなど、老朽化の進

展とともに、高速道路構造物では厳しい使用環境による変状の進行や新たな変状の発生などが

顕在化してきている。 

このような高速道路構造物での経年劣化や潜在的なリスクを確実に把握するため、高速道路

構造物点検における技術力向上を図るとともに、非破壊検査機器の活用や機械化・自動化など

による信頼性向上や高度化・効率化に向けた取組みが不可欠である。 

本業務では、このような点検の信頼性向上や高度化・効率化に向けた海外での取組みについ

て調査を行い、日本における点検技術力向上を図るものである。 

 

１．２ 業務内容 

（１）業務項目 

・業務企画 

・点検資料の収集・整理 

・海外道路点検資料の収集・整理 

・海外調査団運営 

・業務打合せ 

・報告書作成 

（２）業務フロー 

本業務の業務フローを下図に示す。 
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業務企画

•実施計画書の作成

点検資料の
収集整理

•点検技術に関する資料・文献等の収集および整理

•海外道路点検資料の収集・整理

海外調査団
運営

•海外調査団の調査対象国派遣に関する調整

•海外調査団訪問先関係機関との訪問行程、時間・場所の調整

•海外調査団作業部会の設置および部会資料作成・運営・とりまとめ

報告書作成

•海外調査団報告資料および海外道路点検資料のとりまとめ

海
外
道
路
点
検
資
料
の
収
集
・
整
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１．３ 業務内容 

（１）点検技術資料の収集・整理 

財団法人高速道路調査会（以下、「EHRF」という）は本業務で調査団の訪問対象となる国や州

の道路点検技術に関連する資料や日本国内での点検技術に関する資料を文献・インターネット

等を通じて収集し、整理するものとする。 

（２）海外道路点検資料の収集・整理 

EHRF は、本業務で調査団の訪問対象としてしない国等についても道路点検に関係する資料を

収集するとともに、当該資料の概要版を作成する。 

（３）海外調査団運営 

１）海外調査団の派遣 

EHRF は、NEE 社員 4 名程度、学識経験者 1 名、東日本高速道路株式会社社員 1 名程度、EHRF

職員１名で構成する海外調査団を 3 回海外に派遣するものとする。3 回派遣する海外調査団の

調査対象国等、調査対象構造物、調査時期および期間は下表のとおりとし、EHRF は NEE 社員、

学識経験者、東日本高速道路株式会社社員 1 名程度、EHRF 職員の航空券予約、宿泊施設、運転

手付車両借上げ等の手配を行うものとする。 

適用 調査対象国・地域 調査対象 調査時期 期間 

海外調査団 

オランダ ICT 6 月下旬 7 日間 

米国ネバダ州他 AI 9 月下旬～10 月上旬 11 日間 

オーストラリア Robotics 2 月下旬 8 日間 

２）海外関係機関との調整 

EHRF は「（３）１）海外調査団の派遣」にあたり、訪問先関係機関と派遣時期、調査場所、お

よび調査行程の調整を行うものとする。 

３）海外調査団作業部会の設置・運営 

EHRF は、海外調査団の調査および結果報告が円滑に行われるよう作業部会を組織し、調査団

派遣に係る基本的な事項を定めるものとする。EHRF は作業部会の事務局として、監督員から貸

与される資料をもとに点検診断に関する現状、課題等のプレゼンテーション資料等を作成する

とともに、作業部会の事務局として調査対象国等での質問事項、あるいは調査結果についてと

りまとめを行う。また、EHRF は調査行程に支障をきたさないよう、あらかじめ海外調査団の構

成員に渡航に必要な手続きについて周知する。 

作業部会は各海外調査団の派遣につき全４回程度開催するものとし、各作業部会での作業内

容の概略は下表の通りである。 
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作業部会 作業内容 

第 1 回 旅程案の調整、訪問先の説明、出国までのスケジュールの調整 

第 2 回 旅程の決定、訪問先関係資料の説明、質疑内容の検討、役割分担の決定、日本側プ

レゼンテーション資料の検討、調査結果報告様式の検討、資料共有方法の検討 

第 3 回 収集資料・写真の整理、翻訳が必要な資料の選別、調査結果（概略）のとりまとめ 

第 4 回 調査結果報告書のとりまとめ 

 

また、作業部会の開催場所、開催時期および作業内容の概要は下表のとおりである。 

 
調査対象国 

・地域 
開催場所 開催時期 作業内容 

作

業

部

会 

オランダ 

甲本社 4 月 調査概要の決定 

甲本社 6 月 説明資料、質問事項の作成 

オランダ 6 月 調査内容の確認 

甲本社 9 月 調査結果とりまとめ 

米国ネバダ州他 

甲本社 8 月 調査概要の決定 

甲本社 8 月 説明資料、質問事項の作成 

米国 10 月 調査内容の確認 

甲本社 12 月 調査結果とりまとめ 

オーストラリア 

甲本社 12 月頃 調査概要の決定 

甲本社 1 月 説明資料、質問事項の作成 

オーストラリア 2 月 調査内容の確認 

オーストラリア 2 月 調査結果とりまとめ 

（４）業務打合せ 

本業務の実施に際しては、監督員と十分な打合せを行うものとする。 

（５）報告書作成 

EHRF は、3 回の海外調査団での調査結果によって得られた資料を整理した上、本業務の目的

を達成するために必要な事項を報告書としてとりまとめるものとする。 
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第 2章 オランダ交通技術動向調査 

２．１. 調査概要 

オランダでは、日本の道路事業において導入実績のない光ファイバーを用いた交通モニタリング技術、

交通安全に寄与するグローイング・ライン等の技術があり、そのような最新の ICT 技術の取組みについ

ての調査及び意見交換をおこなったものである。 

今回の調査では運輸公共事業水利省(Rijkswaterstaat (RWS))の訪問を行い、オランダの交通行政機

関の交通技術への取組みに関するヒアリングおよび現地調査を行い、またロッテルダムにおける AI お

よび IoT 技術を活用した港湾管理の効率化や能力向上についての現地調査を行った。 

次ページ以降に、本調査の調査概要、調査参加者および調査行程を示す。 
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表 2.1.1 調査参加者 

氏 名 所属・役職 

1 

吉岡 慶祐 日本大学理工学部  

交通システム工学科 

助手 

2 

並木 正之 

 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

施設工事部 

施設工事部長 

3 

紺野 義仁 

 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

企画本部 企画部 

上席専門役 

4 

深澤 雅人 

 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

土木事業本部 土木保全計画部 保全技術課 

課長代理 

5 

儘田 弘之 

 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

技術本部 情報システム部 社内システム課  

担当課長 

6 

小島 一恭 

 

東日本高速道路㈱ 

管理事業本部 交通部 交通課 

係長 

7 

神丸 真一 

 

 

公益財団法人高速道路調査会 

研究第二部 

副主幹 
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表 2.1.2 調査概要 

訪問先機関 

1) シスコシステムズ(Cisco Systems) アムステルダムオフィス 

2) 運輸公共事業水利省(Rijkswaterstaat (RWS), The Directorate-General for Public 

Works and Water Management) 

訪問先住所 
1) Cisco Systems: Haarlerbergpark, Haarlerbergweg 17-19, 1101 CH Amsterdam 

2) RWS: Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht 

訪問先窓口 シスコシステムズ 戦略ソリューション・事業開発 シニアマネジャー  黒沢 奈々 氏 

調査概要 

1. 光ファイバーセンシング技術を用いた交通量計測の試行 

本技術は、既存の光ファイバーを利用して、光ファイバーから連続的にパルスを放射、任

意の地点における外部からの音振動の影響による反射波の乱れから、その地点の発生事象

を把握するもので、オランダでは 2017 年より取り組んでいる。道路に平行して敷設され

た光ファイバーにより、速度把握が可能である。また、任意の地点の旅行速度を把握する

ことで、渋滞情報などを提供している。これまでのループコイル式のトラカンに比べ、費

用削減ができる可能性がある。 

2. 交通安全に寄与する光るレーンマーク等の交通安全技術 

オランダでは、2013 年より交通安全に寄与するグローイング・ライン、ダイナミックペ

イント技術(設計：Studio Roosegaarde、施工：Heijmans Infrastructure 社他)の試験が

実施されている。グローイング・ラインは、蓄光型レーンマークにより昼間に蓄えたエネ

ルギーで連続 8 時間光るレーンを開発したものである。耐久性の問題があるため、まだ普

及していないが、将来展開の可能性がある。またダイナミックペイントとして、路温が低

下した場合、凍結の危険を知らせるためのマークが浮き出るような技術を開発している。 

3. ロッテルダム港での AI 技術を用いた港湾管理技術 

ロッテルダム港は、延長 42 ㎞、年間の利用船舶が 13 万隻、800 万のコンテナと 4.68 億

トンの貨物を扱う欧州最大の港である。また約 18 万人の関係者と 3,000 社により運営さ

れているが、能力は限界に達しており、運営の効率化のために港湾局は AI 利用を試行し

ている。AI 利用の港湾運営は、データ収集系と運用系を併せたプラットフォームで実施

されている。収集データとしては、気象、潮汐、その他周辺条件があり、これに IoT を組

み合わせ、船舶を十分な水深と余裕のある最適な個所に誘導するルート案内を行うととも

に、港湾運営の効率化によりエネルギーや費用の節約や環境対策にも寄与している。また

将来の船舶自動運転に向けての仕組み作りも始めている。港湾局の訪問は都合により実現

できなかったため、現地の視察を行った。 

 

地 図 

 

Cisco Systems 

RWS 

PoR 

グローイング・ライン技術試験施工箇所 
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表 2.1.3 調査行程 

日付 時間 行程 宿泊地 

6/23 
(日) 

 
08:25 
10:25 
15:05 

 

  移動 
- 成田空港集合 
- 成田発(KL862 便) 
- アムステルダム着 
 

 

22:00-
24:00 

  現地視察 
- ヴァン・ゴッホ・パス 
https://www.studioroosegaarde.net/p
roject/van-gogh-path 

アイントフォーヘン 

6/24 
(月) 

11:00-
12:00 

  現地視察 
- ターボ・ラウンドアバウト＠ホーフェリ

ング 

フローニンゲン 
  

13:00-
15:00 

  現地視察 
- ターボ・ラウンドアバウト＠デルフト 

15:00-
18:00 

  移動（2h38m、246 ㎞） 
- デルフトからフローニンゲンへ 

6/25 
(火) 

10:00-
12:00 

  現地視察 
- フローニンゲンにて、スタジオローズガ

ルーデの光る道路等の技術の情報収集 
https://www.groningermuseum.nl/en/a
rt/exhibitions/daan-roosegaarde-
presence 

アムステルダム 
  

13:00-
15:00 

  移動（1h52m、178 ㎞） 
- フローニンゲンからアムステルダムへ 

16:00-
17:00 

  チームミーティング 
- スタジオローズガルーデへの質問事項

や今後の調査事項の確認など 

6/26 
(水) 

 
9:00-
12:00 

 

  ミーティング＠Cisco Systems 
- 光ファイバーセンシング技術を用いた

交通量計測の試行に関して 
- 日本側プレゼンテーション 

アムステルダム 
  

13:00-
17:00 

  現地視察 
- ロッテルダム港での AI 技術を用いた港
湾管理技術等 

6/27 
(木) 

 
11:00- 
11:15-
13:00 

  ミーティング＠運輸公共事業水利省
(RWS) ＠ユトレヒト 

- あいさつ 
- オランダのスマート・モビリティ：①ア

ムステルダムでの実践経験、②高度道路
交通システム(ITS)コリドー 

アムステルダム 13:00- 
14:00 

  ユトレヒトの交通センターの運用の説
明 

14:00-
16:00 

- オランダのスマート・メンテナンス：①
イノベーション概要、②光ファイバーを
用いた Weigh in Motion、③ビッグデー
タを活用した交通安全 

- 日本側プレゼンテーション 
6/28 
(金) 

 
14:40 

  移動 
- アムステルダム発（KL861） 

― 

6/29 
(土) 

8:40 - 成田着 ― 

凡例  KL: オランダ航空  

https://www.studioroosegaarde.net/p
https://www.groningermuseum.nl/en/a
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２．２.  調査対象地域及び概要 

 

 オランダの概要 

〔正式名称〕オランダ王国。 

〔政治体制〕立憲君主制。二院制(上院議席数75,下院議席数

150)。 

〔国王〕ウィレムーアレクサンダー。 

〔首相〕マルク・ルッテ。 

〔首都〕アムステルダム。 

〔行政府〕ハーグ。 

〔公用語〕オランダ語，フリースラント語(フリージア語)  

〔国教〕なし。 

〔通貨単位〕ユーロ｡ 

1ドル＝0.88ユーロ(2018年末)。 

〔独立年月日（国家成立日)〕 

1814年3月30日。 

〔憲法制定日〕1983 年 2月 17 日。 

 

 面積・人口統計                                           

〔面積]41,850㎞2。 

〔人口〕(2018推計)17,151,000。 

〔人口密度〕(2018推計) 507.7人/㎞2。 

〔性別人口〕(2015.1.1)男49.54%，女

50.46％。 

〔将来推計〕(2030)18,418,000。 

〔主要都市人口(都市圏人口)〕

(2016.1.1.[2014.1.1]) 

アムステルダム834,119(1,573,712)，  

ロッテルダム629,078(1,179,984)， 

ハーグ519,411(1,053,292)， 

ユトレヒト338,949(655,419)， 

ハールレム（158,089） 

〔都市農村人口比〕(2017）91.5：8.5 

〔平均世帯規模〕(2015）2.18。 

 

 

【出典】By Original by User:Alphathon, translation by User:UkainoADX - 

Image:Map_provinces_Netherlands-de.svg,CCBY-SA4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66514709 

【出典】https://www.civillink.net/sozai/kakudai/sozai2662.html 
図 2-1：オランダ国旗 

図 2-2：オランダ国内 

【出典】http://gahag.net/011290-sunset-windmill/ 【出典】http://freebies-db.com/free-photos-amsterdam-graphicburger.html 

図 2-3：オランダの伝統的風車群 図 2-4：オランダの伝統的な町の風景 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66514709
https://www.civillink.net/sozai/kakudai/sozai2662.html
http://gahag.net/011290-sunset-windmill/
http://freebies-db.com/free-photos-amsterdam-graphicburger.html
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 人口動態統計 

〔出生率〕（人口1,000あたり， 2018推

計）10.9。 

〔死亡率〕（人口1,000あたり， 2018推

計）9.0。 

〔年平均人口増加率〕（2018推計）0.38％ 

〔出生時平均余命〕（2018推計）男79.3

歳．女83.8歳 

[エイズウイルス(HIV)感染率](15～49 歳、

2017 推計)02%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国民経済   

〔一般政府予算〕（2017)＝歳入320,755,000,000ユーロ，歳出312,714,000,000ユーロ。 

 

〔国内総生産(GDP)] (2017)=実質25,361,000,000ユーロ(1人あたり42,320ユーロ，成長率2.9%), 

名目737,048,000,000ユーロ(1人あたり43,002ユーロ), 

購買力平価 GDP924,412,000,000ドル(1人あたり53,933ドル)。 

 

〔国民総所得(GNI)](2017)=791,270,000,000ドル(1人あたり46,180ドル), 

購買力平価 GNI894,411,000,000ドル(1人あたり52,200ドル)。 

 

〔総債務残高〕(2017)＝416,066,000,000ユーロ(対GDP比56.5%)。 

 

〔生産〕(単位は特記以外t)農林漁業(2016)=ジャガイモ6,534,338,サトウダイコン5,502,200,  

タマネギ1,449,400, コムギ1,016,479,トマト900,000,ニンジン・カブ541,713,ナシ374,000, 

キュウリ370,000,青トウガラシ365,000, リンゴ317,000,キノコ・トラッフル300,000,キャベ 

ツ・その他アブラナ科野菜245,500,オオムギ236,231, レタス・チコリ118,200, トウモロコ 

シ84,641, リーキ82,200,球根・根茎類86,000ha(2012, うちチューリップ11,000ha,切り花・ 

温室植物2,000ha)。家畜＝ブタ12,479,000頭，ウシ4,294,000頭，ヒツジ1,040,000頭，ニワ 

トリ105,620,000羽。原木=2,271,476m3(燃料用61.5%)。 

図 2-5：オランダの出生地内訳・宗教・年齢別人口割合 
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漁業生産(2014)=430,176(養殖14.0%)。鉱業(2014)=粗鋼6,964,000，製造業(付加価値額，要 

素費用，単位100万ドル，2015推計)＝機械・器具12,816,食料品・飲料12,231, 

化学製品10,013,金属加工品6,905,事務・会計・計算機械3,732,ゴム製品・プラスチック製品 

2,849,家具2,399,卑金属2,253。 

 

〔観光〕(2012)＝収入13,877,000,000ドル，支出20,074,000,000ドル。 

 

〔消費者物価指数〕(2017)＝111.0(2010＝100)。 

 

〔経済活動人口〕（15歳以上， 2016)＝総数8,965,554,就業率64.1％(男69.7%，女58.7%)， 

失業率6.0％(うち15～24歳の若年者10.8%)。 

 

〔耕地面積の割合〕（2014)＝単年作物地 23.8%，休閑地 0.2%，永年作物地 1.1%，牧草地 29.5%， 

森林 11.1%。 

 エネルギー 

〔電力](kWh, 2014)=発電量

103,418,000,000(火力89.4%, 水力0.1％，

原子力4.0％，風力5.6％．太陽光0.8％，

その他0.1％)，消費量116,800,000,000，

輸入量32,855,000,000，輸出量

18,128,000,000。 

〔化石燃料〕生産=石炭なし、原油(2016推計)1日あたり18,090バーレル，石油精製品(2016推計)1F1あ

たり1.280,000バーレル，天然ガス(2016推計)47,460,000,000m3． 

 

 教育,医療 

〔識字率)(2015)=不明。 

〔教員数〕(2015)＝初等教育103,930,中等教育111,562,職業教育(2014)33,高等教育62,583。 

〔生徒数〕(2015)＝初等教育1,208,038,中等教育1,613,497,職業教育(2014)567,高等教育842,601。 

〔医療〕＝医師数(2010)49,242(337人あたり1人)、病床数(2009)76,980(215人あたり1床)，出生1,000

あたり乳児死亡率(2018推計）3.5。 

 

 貿易 

〔輸入〕（2013）＝386,355,000,000ユーロ（石油・石油製

品，電気 

機器，化学製品、食料品・動物，基礎製品)。 

〔輸出〕(2013）＝433,106.000,000ユーロ（鉱物燃料・潤

滑油， 

化学製品，電気機器，食料品･動物，基礎製品)。 

 

 運輸 

〔鉄道〕(2015)＝延長距離3,031㎞,旅客17,770,000,000

人･㎞,貨物(2010)5,925,000,000t ･㎞。 

〔道路](2010)=延長距離137,347㎞(舗装率91%),旅客

153,300,000人･㎞,貨物75,783,000,000t ･㎞ 

〔車両保有台数〕(2013.1.1)＝乗用車7,916,000,貨物自動

車・バス1,042,000。 図 2-6：オランダの輸出・入先割合 
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 国防 

〔現役兵員〕（2015.11）＝36,050(陸軍52.3％，海軍25.4％，空軍22.3%)，駐留アメリカ軍380。 

〔国防支出の GDP 比](2015)=1.2%,国民 1人あたり 608 ドル。 

 

 訪問先 

 シスコシステムズ 

シスコシステムズ（英: Cisco Systems, Inc.）は、アメリ

カ合衆国カリフォルニア州サンノゼに本社を置く、世界最大

のコンピュータネットワーク機器開発会社。Cisco（シスコ）の

略称で呼ばれることが多い。 

 

 

 

 

 

 運輸公共事業水利省 

運輸公共事業水利省（オランダ語：Rijkswaterstaat）は 1798 年に Waterstaat 局と言う名称で設立

された。1848 年にこれを Rijkswaterstaat に名称を変更し現在に至る。その業務はオランダにおける

川、運河、干拓地における治水、水道や道路など主要インフラ施設の設計、建設、管理および保守を

担当する行政機関である。この機関はドイツへの鉄道路（Betuweroute）やベルギーへの鉄道路（HSL-

Zuid）などの大規模鉄道プロジェクトの建設にも関わった。「足の乾燥（治水）、清潔で十分な水、

スムーズで安全な交通の流れ」を組織スローガンにしている。オランダ国内を 10 の地域に分け、6つ

の専門機関と 2つの特別機関を組織し、約 9000 人の職員によって、3,042 ㎞の高速道路、7,000 ㎞の

水路、90,000 ㎢の湖や貯留池、250 ㎞のダム、堤防、沿岸施設を所掌し、748 本の橋、23 本のトンネ

ル、18 本のエコダクト（動物用の道路横断路）、110 本の閘門（水位の異なる河川や運河、水路の間

で船を上下させるための装置）、および防潮堤も所掌施設に含んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cisco.com/web/about/ac50/ac47/about_cisco_brand_center.html 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35834665 

図 2-7：シスコシステムズのロゴ 

図 2-8：運輸公共事業水利省

http://www.cisco.com/web/about/ac50/ac47/about_cisco_brand_center.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35834665
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 オランダの道路状況 

  

公道の総延長は 139,000 ㎞で、オランダは世界でも有数の高密度の道路網を持つ国の一つであり、

ドイツやフランスよりもはるかに高密度だが、隣国のベルギーはもっと高密度である。また、オラン

ダは約 3,042 ㎞の高速道路があり、1,000 ㎢あたり 64 ㎞の高速道路密度で、これは最も緻密な高速道

路ネットワークを持つ世界でも有数の国で、イギリスの幹線道路網に匹敵する。 

 図 2-9：オランダの道路ネットワーク 
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オランダの主要高速道路網（hoofdwegennet）は、5,200 ㎞の国道で構成される。その内、高速道路

規格に合致した道路は 2019 年において約 3,042 ㎞である。高速道路を除いて、ほとんどの道路は自転

車を意識した作りをしている。約 35,000 ㎞（オランダの全道路の 4分の 1）には、専用の自転車専用

線があり、物理的に自動車とは走行車線が分離されている。 

さらに 4,700 ㎞の道路に自転車専用車線の路面標示をしており、自転車と車が安全に共存できるよ

うに交通が整理されている。混雑した交差点では場合によっては自転車を優先にしている。そして

fietsstraten や woonerven では自転車が常に優先される場所もある。1997 年以来、Duurzaam Veilig

（Sustainable Safety）と呼ばれる全国的な交通安全プログラムが道路網に大きな影響を与えてお

り、交通安全が大規模に実行されている。2009 年には、33,000 ㎞を超える規模で都市部以外の道路の

制限速度が 60 ㎞ / h 以下になり、41,000 ㎞を超える地方道路の制限速度が 30 ㎞ / h に制限され、

国内の道路全体の半分以上が対象になった。また、交差点をロータリー（ラウンドアバウト）に置き

換えるなどが行われて来た。 

オランダの国内での自動車の移動距離は 1950 年代から継続的に成長し、現在は年間 200 億㎞を超え

ている。1,680 万人の人口に対し、一日一人当たり 32キロ（20 マイル）に相当する。オランダの旅行

の移動手段の 50％は車で、移動距離の四分の三を占める。オランダの自動車保有率は周辺国と比べて

際立って高いわけではない。貨物自動車は総交通量の 20％を占め、道路輸送は全ロジスティクスの

40％を占めている（海外輸送を含む）。オランダで最も混雑する高速道路はハーグとロッテルダムの

間の A13 で、1日当たりの交通量は 14万台である。 

国の中心部にあるユトレヒト州では、高速道路 A1、A2、A12、A27、A28 があり、いずれも 1 日にお

よそ 10 万台の断面交通量がある。オランダで最も混雑した 4車線の高速道路はアムステルダムの Coen 

Tunnel のある A10 で、1日当たり 11 万台の断面交通量がある。最も広いオランダの高速道路はロッテ

ルダムのすぐ南の A15 / A16 国道で 4 + 4 + 4 + 4 車線の計 16 車線である。 

  

図 2-10：高速道路 A15 / A16 ロッテルダム近郊 
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 歴史  

初めて国家プロジェクトとして計画された高速道路計画はナポレオンがフランスの皇帝の時代であ

り、オランダ王国がフランス帝国に併合された 19世紀初頭にさかのぼる。 1811 年に、ナポレオンはパ

リから伸びる 229 の舗装された帝国道（RoutesImpériales）ネットワークの建設を宣言した。舗装に加

えて、道路はすべて番号付けされており、画期的なことであり、その一環としてオランダを通るいくつ

かの帝国高速道路の建設も開始された。アムステ

ルダムはルートインペリアル番号でパリに接続さ

れており、「2、アムステルダム-ユトレヒト」の間

の区間は、今日でも A2高速道路の一部である。 

1813 年の独立の後も、オランダ国王はプロジェク

トを続けたが中心をアムステルダムに置き換え、

計画は数回拡張・変更された。 

 1821 年に、1850 年までに建設された「42 

Rijksstraatwegen」（文字通り： "Imperial paved 

road"）を計画し、1927 年に改訂された計画が今日

のオランダの Rijkswegen（国道）ネットワークの

基礎になった。「Rijksstraatweg」については後述

する。 

最初の高速道路は 1936 年に建設された現在の

A12 国道であり、ハーグ近くの Voorburg と

Zoetermeer 間で建設された。高速道路建設は 1960

年代と 1970 年代に加速したが、1980 年代に停止

した。現在の高速道路の延伸は、ほとんどは

Randstad（4 大都市圏）の外で行われ、1980 年代

以降、Randstad 内で行われている建設はほとんどな

い。1991 年以来から 100 ㎞程度の高速道路が建設さ

れ、そのうち 26 ㎞だけが Randstad での延伸である。この間、人口は 150 万人増加し、高速道路ネット

ワークのニーズは高まっている。 

一般的な最高速度制限は 1957 年（市街地内で時速 50 ㎞）、1973 年（都市外高速道路では時速 100 ㎞）

に引き上げられ、高速道路上の速度制限は 1988 年に時速 120 ㎞に引き上げられた。 

 

 Rijksstraatweg 

Rijksstraatweg または単に Straatweg（ベルギーの Steenweg）は、19 世紀から 20 世紀初頭に生ま

れたオランダの舗装道路用語だった。これらの道路は中央政府によって建設され、国内で最初に計画

的な高速道路網を形成した。これらが、82の高速道路の全国的なネットワークをもたらし、オランダ

の主要高速道路網である今日の国営道路網（Rijkswegen と呼ばれる）の基盤を形成した。 

このネットワークは、皇帝ナポレオン・ボナパルトの時代にフランスによって建設された帝国高速

道路のネットワークに始まり、拡張されたものである。 

1795 年に革命的なフランス共和国の武装支援を受けて新しいオランダ共和国が宣言された。国の支

配は集中化され、フランスの影響力はますます強くなった。1804 年にナポレオンはフランスの皇帝に

なり、そして 1810 年から 1813 年の間にオランダはフランス帝国に併合された。それらの間に、フラ

ンスのインペリアルハイウェイの建設がオランダに拡張された。アムステルダムはルートインペリア

ル番号でパリに接続され、アムステルダムとユトレヒトの間の区間は今日でも A2 高速道路の一部であ

る。 Rijksstraatweg という名前は文字通り「帝国の舗装道路」の訳であり、当時はオランダがフラン

スの植民地であったことを示している。 

1927 年の Rijkswegen 計画は、1世紀で最

初のオランダ国道構造計画であった 

図 2-11：帝国道計画 
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1815 年にオランダ王国が独立した後も、既存地域の舗装と新しい地域間道路の建設が続いた。26の

国道の最初の計画は、1814 年に作成された。されに 1816 年までに計画数は 31に、そして 1821 年に

42 に増加した。町間の道路はまだほとんど未舗装で、馬車が一般的だった時代であり、これは重要な

発展だったといえる。しかし、コストの問題から舗装は主に十分な量の産業がある地域で行われ、通

行料が課せられた。また、国境を越えた重要なルートも舗装されていた。番号はアムステルダムを中

心とした地理的位置に基づいており、高速道路 1〜9 号線は放射状に作られた。 

19 世紀後半の蒸気機関車鉄道の台頭時には、国の資金が鉄道インフラの開発に費やされたため、道

路網はあまり注目されなかった。しかし、自動車が一般に普及すると、自動車交通のために高速道路

ネットワークの改善が避けられなくなった。1927 年に最初の Rijkswegenplan が作られた。これはオラ

ンダ初の国道構造計画であり、現代の高速道路システムへの道を切り開いた。その時から、以前の

Rijksstraatweg から Rijksweg という名前が使われた。最終的に元のシステムはほぼ完全に Rijksweg

ネットワークに吸収された。最初の Rijkswegenplan の路線番号は既存のシステムに基づいていたが、

それ以来何度も改訂された。 

 

 道路管理 

道路はオランダの行政当局によって全て建設され維持管理されている。約 5,200 ㎞の国道

（Rijkswegen）が中央政府機関である運輸公共事業水利省（Rijkswaterstaat）によって管理されており、

12 の州が約 7,800 ㎞の州道を管理している。数本の高速道路が地方自治体のものであり、それらは短

い区間で、ほとんどが地域交通の一部を担うに留まる。道路番号が 1桁または 2桁の数字の道路（前の

文字に関係なく）は、概ね国道で、3 桁の数字の道路は通常、地方の道路と使い分けられている。 

また別に約 12万㎞に及ぶ地方道がある。また、地方行政機関とは別に、オランダは 22 の水管理委員

会があり、7,500 ㎞にも及び道路を所有し管理している。オランダは国土の性質上、膨大な量の堤防や

ダムのような構造物の一部が道路構造であったり、管理のための道路であったりして、一般車両が通れ

ない道路もある。  
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 道路種別 

1997 年、オランダの総合道路管理当局は、Duurzaam Veilig（「持続可能な安全性」）と呼ばれる主要

交通安全プログラムを決定した。その原則の 1 つは、道路を明確で少数のカテゴリに区分し、視覚的に

認識できるデザインで分類することで、全国で一貫して適用できる 3 つの主要カテゴリが確立された。 

 

 Stroomwegen  

Stroomwegen（文字通り「フローロード」または「スルーロード」）

は、多数の自動車が長距離を高速で安定して走行できることを目的

としている。設計では、交通の流れが常に最優先される。つまり、反

対方向への交通と物理的な分離（理想的には複数の車道）、高速道路

への流入箇所の制限があり、信号はなく、ほぼ一定の間隔で高速道路

に乗降できる分岐点がある特徴をもつ。高速道路は本カテゴリに分

類される。最高速度は通常、高速道路では 130 ㎞ / h、地域の道路

では 100 ㎞ / h である。 

 

 

 

 

 Gebiedsontsluitingswegen 

Gebiedsontsluitingswegen（ "Distributor road"）は、道路区間では流れを優先するが、交差点では

交差・横断を優先する。また、高速と低速の通行も分離する。たとえば、自転車専用車線は幹線道路か

ら分離する。交差点は勾配をつけ、進行方向、道路の種別、速度変更に関して最も効果的な交通確保を

目的としている。交差点では可能な限りロータリーの形状とするか、信号機制御の交差点形状とする。

自動車交通の制限速度は通常 80 ㎞ / h、市街地では 50または 70 ㎞ / h である。幹線道路はこのカテ

ゴリに入る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高速道路は、従来の分離帯や、緊急時

停車できる路肩が無い状態から、新規

格を満たすために改良されており、コ

ンクリート製の中央分離帯および舗装

された路肩が追加されている。 

図 2-12：Stroomwegen 
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 タイプ別の道路 

 市街地外 

Autosnelweg、または単に snelweg は、高速道路

または自動車専用道のオランダ語である。これらは

高速自動車専用の流入流出の管理された道路であ

り、複数の車道、ガードレール、高架道路とインタ

ーチェンジで構築され 2012 年 9 月以降、制限速度

は 130 ㎞ / h に引き上げられたが、多くの場合、

速度は依然として 120 ㎞ / h または 100 ㎞ / h である。 

 交通状態を改善するために、オランダの高速道路はピーク、

ラッシュアワーレーン、またはそれ以上の車線で構成されてお

り、渋滞の際にはハードショルダーを通行することもできる。 

 

Autoweg は、高速道路規格は満たし  

ていない高速道路の合法的な名称である。定義上、

高速自動車専用のアクセス制限付き高速道路である

が、高速道路規格とは異なる規格で作られている。道

路構成は、対面交通、中央分離帯のない車道などが特徴である。多

くの交差点は信号機制御か、または通常の交差点であり、これらの

道路には可動橋もある。信号機制御以外の場合、制限速度は、交差

箇所または可動橋の手前まで、時速 70 ㎞ / h に減少させること

が多い。特に記載のない限り、標準の制限速度は 100 ㎞ / h であ

る。 Autoweg には、最低速度 50 ㎞ / h である。これらの道路で

は、少なくともいくつかのアップグレードを必要としていて、実行

されなければ格下げされ、高速道路の地位を失う。 

Autoweg は路線番号が付けられており、大部分は N（高速

道路以外の高速道路用）と最大 3 桁の数字（N134 のよう

に）で案内されている。これらのほとんどすべてが国道ま

たは地方道路である。 

高速道路規格を満たさない高速道路の多くが隣接する自転車専用レーンを備えている。 

これらの道路が（地域間の）地域的意義を持つ範囲で、N と通常 3 桁の数字が付けられ、N 道路と呼ば

れている。これらの道路は時速 80 ㎞の制限速度がある。原則として、農業車両の交通や低速車両の交

通は許可されていない。農村地域では、制限速度を標識で時速 60 ㎞としている場所もある。 

主要 N道路には最大 N400 までの番号が付けられており、その番号は道路標識に記載される。これら

の道路はほとんど地方道路である。二次的に重要な N 道路には 401 から 999 までの番号が付けられて

いるが、その番号はほとんど標識に標示されず、局所的な機能を果たす。これらの道路は、国から自

治体に移管され、N道路から除かれていくため、N 道路の数は減少している。 

都市部外のロータリーでは、自転車よりも自動車の方が優先されている。 

 

 

図 2-14： インターチェンジ 

 

図 2-15： 高速道路（赤）と N 道路

（緑）。一部の N 道路は Autowegen（規格

上は満たない高速道路） 
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 市街地内 

市街地の中では、すべての道路は自治体管理である。それらは補助幹線道路か地方道のどちらかに

分類される。制限速度は 70 ㎞ / h であり、二車道を持つ幹線を除いて 50 ㎞ / h の制限速度であ

る。なお、自転車レーンを整備する必要がある。これらには以下の種類がある。 

Stadsroutes  スタッズルート（市内ルート）は、

市内を環状道路または市内外を走る高速道路に接

続する、番号付き幹線道路網 s100 番台は、市の中心部の環状道路

である。これまでのところ、アムステルダム、ロッテルダム、ハ

ーグ、アルメレ、ザーンスタット、ヘールレン、ナイメーヘンの 7

つのオランダの都市にスタッズルートがある。 

 

 

Woonerf（文字通り「生活の場」）「Erf」は、生活道路のオランダ語である。正式

には 定義上の道路分類の一部ではないが、woonerf はオランダの道路種別である。

決定的な特徴は、生活機能（歩く、話す、遊ぶ）が交通機能よりも優先されることで

ある。法的には、歩行者と子供は他のすべての道路利用者よりも優先される。歩き回

って遊ぶために通りの全幅を使ってもよい。オランダの交通法典の第 45条では、

Woonerf 内の自動車交通は「歩行速度」に制限されており、オランダ最高裁判所はこ

れを時速 15 ㎞としている。駐車も制限されている。2011 年には、オランダの全住宅

の 20％が未だ woonerf 地域にあり、約 200 万人が居住していた。 

Fietsstraat（文字通り "cyclestreet"）はオランダの公式道路種別またはカテ

ゴリではない。この仕様は、（歩道を除く）道路の全幅を自転車レーンとして舗装

している。自治体当局によって看板が掲げられており、自転車が優先されることを

自動車に標示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  対向車も通すことが出来るよう広い自

転車レーン（赤）がある、交通量の少

ない通り。自動車は安全に通行しなけ

ればならず、自転車レーンに乗ったま

ま走行してはならない。 

Fietsstraat（cyclestreet） 

自転車が主の道路である 

図 2-16： 自転車専用レーン① 

 

図 2-17： Woonerf

サイン 

図 2-18： 

cyclestreet
（fiets 

straat）サイン

（非公式） 
 

図 2-19： 自転車専用レーン② 
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 交通安全 

年間交通事故死者数から判断すると、オランダの交通は非常に安全であると考えられる。年間 10億

㎞あたりわずか 4.5 人の死亡、年間 10万人あたり 

の交通事故死亡者数は 3.4 人、これは世界の交通安全トップ 10の

国に入る。しかし、交通事故受傷者数は別の状況を示している。 

2000 年から 2007 年まで、オランダの交通事故で毎年約 16,000 人

が重傷となっている。2011 年には 2万人以上に増加している。オ

ランダ政府は、2020 年までに死亡者数を 500 人、重傷者を 1万人

に減らすことを目指している。ヨーロッパの自動車の大衆化は第

二次世界大戦後から始まっている。1950 年代以降オランダの交通

事故死者数は着実に増加し、1972 年には年間 3,267 人に達した。そ

れ以降、交通安全は一貫して改善され、死亡者数は 1972 年と比較して 83％減少し、2013 年と 2014 年

には過去最も少ない年間 570 人であった。  

一般的な最高速度制限は 1957 年（市街地内で時速 50 ㎞）、1973 年（都市外高速道路では時速 100 

㎞）が導入された。高速道路の速度制限は、1988 年には 120 ㎞ / h、その後 2012 年には 130 ㎞ / h

に引き上げられたことは、前述した通りである。オランダの高速道路網には先進的な技術が使われて

いる。特別な舗装仕様である PAC（ポーラスアスファルトコンクリート）の使用である。日本の高機能

舗装と同じように、効率的に排水されることを可能にする。コンクリートや他の舗装タイプとは対照

的に、大雨の中でも水がはね上がらない。オランダはこれを広く使用し、高速道路の 100％を PAC でカ

バーすることを目標としている。PAC は、費用などでいくつかの欠点がある。通常の表面材よりも 2〜

3 倍高価で、特に交通量が多い場合は、定期的なメンテナンスが必要である。場合によっては、舗装を

7 年以内に更新しなければならない。メンテナンスは交通量に比例するので特に渋滞を引き起こしてい

る重交通量区間で重要である。他にも高速道路網には日本とほぼ同等な電子標識と交通制御のために

通信ネットワークが使われている。 

1979 年に、最初の交通管制センターが開設されたのはデルフ

トである。下図のように道路情報板の標示制御などが管制セン

ターの機能になる。 

これらの電子標識は、今後の渋滞や事故についてドライバーに

警告するために、時速 50 ㎞という低い制限速度を示すことが

ある。無料の高速道路のためか、このシステムの増設は 1980 年

代には一旦止まったが、1990 年代には再び加速した。現在、

980 ㎞の高速道路に電子標識が装備されている。このシステム

に加えて、渋滞の長さについて運転者に知らせる可変メッセー

ジサイン（VMS）という別のシステムが整備されている。大きな

インターチェンジ付近のさまざまな交通渋滞の長さを示すこと

ができるので、ドライバーは代替ルートを選択できる。日本では図

形情報板や所用時間情報板に該当する。現在、オランダには 102 の VMS サインがある。 

 

 

 

 

図 2-20： オランダ国道警察の車両 

図 2-21： A13 国道の情報板（DRIP） 
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また、オランダの高速道路の特徴として、

ピークレーンとラッシュアワーレーン、また

は付加車線がある。これらは、交通の流れを

改善するためにあり、渋滞の場合に車両が路

肩を使用することを可能にしている。多くの

高速道路には車線の交通量のピークがあり、

付加車線は、渋滞の場合には通行が可能とな

る。これらの付加車線はすべて、交通管制セ

ンターの CCTV カメラで監視されており、交通

状況に必要な手段が迅速に取られる。これら

の車線は、暫定的に仮使用しているもので、

最終的には恒久化すべきであると考えられ

る。SDGｓへの取り組みの一環として、オランダ

政府は 2015 年までに全国で電気自動車用の 200

以上の充電ステーションを設立する計画を開始

している。スイスに本拠を置く電力・自動化会

社 ABB とオランダのスタートアップ Fastned が請負い、オラ

ンダの 1,700 万人の住民に少なくとも 50 ㎞（31 ㏕）ごとに 1

つのステーションを提供することを目指している。 

オランダでは交通渋滞は日常的に発生している。人口密度

が高いため、高速道路と一般道の自動車専用道の両方で大量

の交通量がある。ほとんどの渋滞は 4 大都市圏の Randstad で

発生するが、渋滞はほとんどすべての大都市周辺で日々発生

する構造上の問題である。十分な容量が不足しており、オラ

ンダ全土に多くのボトルネックが存在する。交通量は他のヨ

ーロッパ諸国よりも多く、ドイツやイギリスに匹敵する。 

 

  

図 2-22： 通勤ラッシュ時のラッシュ 

アワーレーン（A12 国道） 

（DRIP） 

図 2-23：A325 国道の渋滞 

（アーネム） 
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 オランダの高速道路のリスト 

これらはオランダの高速道路で、国または地域の番号で表示されている。数字は 'autosnelweg'（オ

ランダ語で高速道路）の 'A'で始まる。これらのうちのいくつかはヨーロッパの Eロード番号を持っ

ている。オランダの E-道路は、ほぼすべての高速道路である。 

 旧高速道路 

 

下記は、オランダを走るヨーロッパの Eロードルート（E-

road highway）のリストである。 

現在のネットワークは、1985 年のシステム改訂に従って標識さ

れており、国内に 7つのクラス A 道路と 6 つのクラス B道路があ

る。ほとんど例外なく、これらはさまざまな国内 A 番号も同時に

持つ高速道路である。E25 と E30 のうち 2 本だけが地方道路である。 

 

 

i) クラス A ヨーロッパの路線 

数 
長さ

（㎞）[4] 

長さ

（mi） 
通過都市 

 E 19 140 年 87 
アムステルダム（南部環状道路） - ベルギー（ハーグ、

ロッテルダム、ブレダ経由） 

 E 22 260 162 
アムステルダム（環状線） - ドイツ（ヴィーリンゲン、

ヘーレンフェーン、グローニンゲン経由）[5] 

 E 25 275 171 
フック - ベルギー（ロッテルダム、ユトレヒト、アイン

トホーフェン、マーストリヒト経由） 

 E 30 230 143 
フック。イギリス - ドイツ（デン・ハーグ、ユトレヒ

ト、デーヴェンター経由） 

 E 31 135 84 
リッデルケルク- ドイツ（ホルクムおよびナイメーヘン

経由） 

 E 34 80 50 
ベルギー - ドイツ（アイントホーフェンおよびフェンロ

ー経由） 

図 2-24： オランダの道路標

識の E道路表記 
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数 
長さ

（㎞）[4] 

長さ

（mi） 
通過都市 

 E 35 130 81 
アムステルダム（北東環状道路） - ドイツ（ユトレヒト

とアーネム経由） 

 

 

 

 

ii) クラス B ヨーロッパの路線 

数 
長さ

（㎞）[6] 

長さ

（mi） 
通過都市 

 E 231 40 25  

 E 232 180 112 
アメルスフォールト - グローニンゲン（ズボーレ、

アッセン経由） 

 E 233 45 28  

 E 311 65 40 ブレダ - ユトレヒト（ホルクム経由） 

図 2-25： ユトレヒト南部の

E 25、E 30、E 35 インターチ

ェンジ 

図 2-26： ハーグの E 19 と E 30 
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数 
長さ

（㎞）[6] 

長さ

（mi） 
通過都市 

 E 312 155 96 
フラッシング - アイントホーフェン（ベルゲンオプ

ズーム及びプレダ経由） 

 E 314 35 22 
ベルギー - ドイツ（ヘレーン及び ヘールレン経

由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-27： ケレンスハイデインターチェン

ジでの E 314 と E 25 
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２．３  オランダ交通技術動向に関するサマリー 

 

6 月 23 日～27 日にかけて、オランダ国の交通技術動向について、以下の項目の視察並びに調査を実

施した。 

(1) 光る自転車道（ヴァンゴッフォ・パス）・ミューゼアム 

(2) ターボ・ラウンドアバウト（自転車専用ラウンドアバウト含む） 

(3) 光ファイバーセンシング技術（交通量計測・軸重計） 

(4) ロッテルダム港湾施設 

(5) RWS におけるスマートモビリティ 

(6) RWS におけるスマートメンテナンス 

 

 オランダの国土面積は日本の九州と同等程度であるが、主要産業部門である農業生産物等の輸出を中

心とした世界有数の農産物輸出大国である。 

 オランダはEU共通市場へのアクセスとして、地理的に欧州の中央地点に位置しており、人口の多い各

国主要都市への交通利便性が高い。さらに、ライン川河口部のロッテルダム港湾を通じて、オランダ

は海運面からも世界各国へのアクセスが優れていることもあり、 発達した海上ルートを通じて、国内

農産物の輸出だけでなく、外国から輸入した原料をオランダ国内で加工し最終製品を輸出する加工貿

易、中継貿易も盛んである。 

 一方、陸上インフラを担う道路ネットワークは、日本の主要都市を中心とする、放射状+環状ネット

ワークではなく、全体的にフィッシュネットワークの形状となっている。日本においては高速道路の

ほとんどは有料化されているが、オランダ国においてはごく一部を除いて（Western Scheldtトンネル

とDordtse Kilが有料道路）有料区間はない。したがってオランダ国で高速道路本線と一般道が直接接

続している。 
欧州物流の拠点であることから、その主たる陸上インフラである道路ネットワークの交通流に対し

て、RWSはアクティブコントロールを実施することで効果を上げている。 

 また、オランダ国における短距離移動の第一手段は保有率世界一の自転車によるものがおおく、自

転車に優先権が与えられている。 

 オランダは北緯52.3702 東経4.8951と日本より北極寄りで、最高標高も300ｍでほとんどの平地は

海面以下の標高である。すべての運河の水位調整を適切に行うことで運河の水位を一定に管理してい

る。水位調整のためのメンテナンスはRWSが実施しているが、ここでも後継者不足、技術伝承について

大きな問題があり、その対策としてスマートメンテナンスの検討を開始している。 

 光るレーンマークは試行期間終了につき撤去されており視察することはできなかったが、同様な蓄

光素材を利用したヴァンゴッフォの自転車道において確認することができた。 

 

 光る自転車道（ヴァンゴッフォ・パス）・ミューゼアム視察結果 

 本来ならば光るレーンマークの視察予定であったが、すでに撤去されており視察することはできな

かったが以下の通りの概要である。 

この技術を開発したのはStudio Roosegaarde社の創設者であり兼リードデザイナーであるダーン・

ルースガーデ氏である。アイントホーフェンから1時間くらいの町オスのN329号線で2014年4月に道路

の500m（0.3マイル）の区間において初めて塗装が施工された。オランダ企業のHeijmans社と共同で、

発光する道路用塗料を開発したもので、従来の蛍光塗料をさらに強力にしたような塗料であり、混ぜ

られた光ルミネセンス性のパウダーにより、太陽エネルギーを吸収する。太陽光で充電してから最長8

時間発光。曇りや雨の場合は、ソーラーパネルを使って人工的に充電した光源により発光できる。塗

料の構造としては3層構造で、1層目下面蓄光部保護層、2層目蓄光層、3層目上面蓄光保護層で緑色に

発光する。１ｃｍ程度の幅、５ｃｍ間隔程度で路側線として敷設していたとのことである。 
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現在は撤去されているが、蓄光部が水分に弱いことから直接の敷設ではなく、保護用の塗料を採用

しているとのことであった。オランダの地理的条件から考慮すると、夏季（昼間の時間が16時間以

上）で晴天であれば十分に蓄光できると考えられるが、冬季（昼な時間8時間程度）では夜間の発光が

十分にできない可能性が高い。蓄光に関して補助的に紫外線光源を利用することもあるらしいが全線

に照射するには相当量の設備投資並びにメンテナンス費用が想定される。また塗料であることから除

雪や路面清掃時に剥離により十分な発光量を確保することが長期的には困難と想定される。日本の高

速道路における蓄光材料の採用は非常電話のステップ等に採用する程度で舗装部に蓄光材料の採用は

現在のところない。仕様も明確にはできなかった。 

ゴッホの名画「星月夜」をモデルにした「光る自転車道（ヴァンゴッフォ・パス）」はアイントホ

ーフェンに設置されいるが「緑色」「青色」の2色でモザイクタイル状になっている。視察時は夏至で

あることから23時頃視察に赴いたが、昼間晴天であったにもかかわらず、補助紫外線照明が点灯して

いないとほとんど存在がわからない状況にあった。日本でも遊興施設において同様なものが設置され

て事例があるが、やはり補助光源を採用している。「光る自転車道路」についてはオランダのインフ

ラ整備企業Heijmans社が開発した発光塗料を利用して光を発する「石」を50,000個つくり、乾いてい

ない状態のコンクリートにそれらを埋め込んでいる。日本での採用は休憩施設における遊歩道への適

応は可能と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2-29：蓄光材料による舗装② 

図 2-28：蓄光材料による舗装① 
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「光るレーンマーク」も仕様が明確にはできなかった。蓄光材料については日本規格工業会で規格

が定めているが、非常用出口に使用するものであり「レーンマーク」に関する規定は現在のところ制

定されていない。 

表-1JIS Z 9107:2008に記載されている輝度数値 

 輝度数値（単位 mcd/m2） 

輝度ラン

ク 
2 分後 10 分後 20 分後 30 分後 60 分後 

JA 210 50 24 15 7 

JB 440 105 50 31 15 

JC 880 210 100 62 30 

JD 1760 420 200 124 60 

※200ルクスで20分照射した後、測定 

 

日本においては透明なガラスで蓄光し数時間以上の長時間発光することができる性質を持つ希土類

のテルビウムを使う全く新しいタイプの蓄光材料があるが、レーンマークとして使用するには仕様を

検討し実証実験を行っていく必要があると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローニンゲル美術館で蓄光材料の展示物を視察したが、同様に長時間蓄光する材料は使用されてお

らず、常時補助照明で蓄光している状況であった。 

 

 ターボ・ラウンドアバウト（自転車専用ラウンドアバウト含む） 

 

ラウンドアバウトについてはその目的から「ツイン・ラウンドアバウト」「ミニ・ラウンドアバウ

ト」「ターボ・ラウンドアバウト」「マジック・ラウンドアバウト」と4種類に区分されている。今回

はオランダに設置された「ターボ・ラウンドアバウト」と自転車専用（バイク・歩行者可）の「ラウ

ンドアバウト」について視察を実施した。 

 

 ツイン・ラウンドアバウト 

2つのラウンドアバウトを組み合わせた形態のもの。錯綜する交錯箇所を減らすことで交差点内での衝

突リスクを低下させ、速度抑制による重大事故の減少を目的にしている 

 

 ミニ・ラウンドアバウト 

ラウンドアバウトの設置場所が限定(例えば、住宅地内の交差点)されており、安全で円滑な交通を

確保するために、ラウンドアバウトを設置しようとしても、大型車の旋回に必要な半径が確保できな

い場合には、中央島や分離島の上を通行可能にした、ミニ・ラウンドアバウトが採用されている。 

 

図 2-30：蓄光材料と実証実験結果 
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 ターボ・ラウンドアバウト 

ラウンドアバウトの容量を上げるためには環状道路を2車線にするが、その場合、環状道路内で車両が

車線を変更する際に衝突の危険が発生する。また、内側の車線から環状道路を退出する場合、外側の

車線を横切らなければならず、ここでも衝突の危険が生じる。そこで、そのようなことができないよ

うにしたものがターボ・ラウンドアバウトである 

 

 マジック・ラウンドアバウト 

イギリスで見られるラウンドアバウトの形式で、中央島の周りに回転方向の違う2本の環状道路をも

ち、進入・退出口の場所に、内側と外側の環状道路をつなぐミニ・ラウンドアバウトが設置されてい

る。 

 

 

 

 光ファイバーセンシング技術 

今回、光ファイバーセンシング技術についてのオランダにおける調査の結果、通常のシングルモード

の光ファイバーを使用したセンシング技術と、専用に開発した特殊ファイバーの二種類が採用されて

いた。現状としてはトラフィックカウンターセンシング、軸重計測に採用しているが、現状全路線に

設置されているわけでなく試験的なもので、ループコイル式トラフィックカウンターが主として交通

データ収集に全国で20,000箇所設置されている。 

 

 SM ファイバーケーブルを使用したトラフィックカウンターへの技術 

物理的な外部からの影響により、SMファイバーケーブルに発生する「レイリー散乱」現象を利用し

たもので、50㎞の距離のデータを取集することが可能である。埋設位置は道路縦断に並行して路側脇

の土工部に内設している。車両ごとに異なる「レイリー散乱」が発生することにより、「車種」「速

度」「旅行時間」等を検出している。オランダはすべての車種のパターンを解析済みで詳細にデータ

を収集活用することができるとのことだ。光ファイバーブルは、通常の多芯光ファイバーケーブルの

１芯線を使用することで構築が可能であるため、現状予備回線があれば光ファイバーケーブルの設置

は不要となる。オランダにおける当該技術の採用はその国土の特徴、平坦な国土構成、ほぼ同様な盛

り土密粒舗装等の条件が整っていることが挙げられる。車種判別に舗装をリニューアルした場合キャ

リブレーションが毎回必要となる。日本の高速道路において一般的にアスファルト密粒舗装、コンク

リート舗装、排水性舗装等があるが、舗装種類毎、光ファイバー設置方法毎のキャリブレーションを

行う必要があり、多大な時間を要することが想定される。しかしながら、同様な光ファイバーセンシ

ング技術により橋梁の健全度を管理する技術等も研究段階にあり今後も注視する必要がある 

 

  図 2-31：光ファイバーセンサーによる交通量計測設備 
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 特殊ファイバーによる軸重量計測技術 

 

軸重量の計測原理はトラフィックカウンターとは異なり、熱や応力により信号の波長が変化する特性を

利用している。道路横断方向に埋設設置するものであるが現状 95％以上の精度である。現在日本で採用

している軸重計の精度が±5％であることから適応は可能と考えられる。特に日本における軸重計はロ

ードセル方式を採用しているため、大きな面積を占有しているが、載荷板の走行位置を適切に通行する

ことが条件となるが、光ファイバーセンサーを採用することで走行する位置に関係なく適切にデータを

採取することが可能となる技術と考える。従来載荷板のがたつき等により車輪が跳ね上がり ETC につい

て軸数検知ができないために出口で車種異常が発生するような状況も発生していた。また意図的に載荷

板を避けるように走行することで軸重を正常表示させない事例もあり、こういった事象に対応すること

が可能と言える。また設置費用も期間も従来タイプと比較して安価、早期に設置することが可能である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、舗装面（オーバーレイ）を縦断にほぼ完全に切断してしまう形になるので、あと施工で

はセンサー自体の期待寿命値まで使用することは困難と考える。施工面においてもループコイルと異な

り、光ファイバーであることから途中での接続は伝送ロスにつながることから本線への適用は新規路線

もしくは、夜間通行止め等が可能な路線と考える。 

 

 

 

 

 

図 2-32：光ファイバーセンサーによる軸重量計測設備 
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 ロッテルダム港湾施設 

 

ロッテルダム港は北海に面した約 20 ㎞×40 ㎞のヨーロッパ最大の港である。北海からロッテルダム港

の入口にあたるライン川河口付近と係留施設の視察を行った。年間の利用船舶が 13万隻、800 万のコン

テナと 4.68 億トンの貨物を扱う港であり、約 18 万人の関係者と 3,000 社により運営されているが、能

力は限界に達しており、運営の効率化のために港湾局は AI利用の試行を実施している。 

AI 利用の港湾運営は、データ収集系と運用系を併せたプラットフォームで実施されている。収集デー

タは、気象、潮汐、その他周辺条件があり、これに IoT(物のインターネット)を組合せ、船舶を十分な

水深と余裕のある最適な個所に誘導するルート案内を行うとともに、港湾運営の効率化によりエネルギ

ーや費用の節約、環境対策にも寄与している。また将来の船舶自動運転に向けての仕組み作りも始めて

いる。 

 

 スマートモビリティ 

 

オランダにおけるスマートモビリティの構成は「マンインターファイス」「マシンインターフェイス」

のコンバインドオペレーション段階である。路側機器間での通信制御は日本は「気象観測情報」程度

であるが、オランダでは路側機器から車線制御、速度制御では自動制御が確立している。本線ガント

リーが多く設置され速度と車線について短いスパンで制御している。車線制御に関しては「×」表示

されている車線を走行する車両はなく効果的に運用されている。 

RWSは日本の国交省に相当する位置づけであるが、高速道路における速度規制権があることにより、

「情報収集系設備」「情報提供系設備」双方の運用によりここまでの運用を可能としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビッグデータの活用としては、国内に設置された25,000箇所の交通量計測設備のデータから、国内

全体の交通の流れを把握し、交通量、渋滞予測等を行っているが、試験的な段階で、ほぼ日本で検討

されている提供内容（線路選択・旅行時間等）と提供手法（DSRC・5G）である 

  

図 2-33：オランダにおけるスマートモビリティの構成 
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 スマートメンテナンス 

 

オランダにおけるスマートメンテナンスについて説明を受けたのは、「運用データ」の管理により維持

管理を適切に実施するためのプログラムであり、その背景は日本と同様に「熟練技術者」の減少と技

術継承を危惧したことから始まっており、８ステップのプログラムからなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特にオランダにおいては運河の水位制御に使用しているポンプ・電動機の故障に関しては故障時に

発生する影響（冠水）から重要度は高い機器となっており、これら機器の維持をしてきた技術者等の

老齢化による技術継承問題に端を発している。オランダにおけるスマートメンテナンスの進捗状況は

ステップ３「データ蓄積段階」にあり将来的模索状況にある。最終的には機器の発する予兆から故障

時期を予測しアグレッシブに維持補修を行っていくことにある。NEXCOにおける現状ではリモート点検

を現在検討中の段階にあり、AIを活用した設備維持管理は現状行われていない。 

RWSは国の機関であることから施策として運用することが可能であるが、これらシステムを、日本にお

いて運用する場合には関連省庁の承認なしにはできない。（現状事後保全が会計検査院の考え：予測故

障に対して（根拠がないのに補修費用は出せない）） 

  

1) Install sensors (incl. retrieval of SCADA data)          センサーの設置 
2) Transmit data (secure!)                     データの転送 
3) Store data                            データ蓄積 
4) Combine with other data (e.g. temperature, water level)    関連データとの結合 
5) Data analysis using artificial intelligence / machine learning   人工知能による解析機械学習 
6) User interface (different types of reports incl. open data)    ユーザーインターファイス 
7) Condition based maintenance, design reliable fairway      状態保全・信頼性保全 
8) Learn: interpret data, supplying additional variables       学習：データを解釈し説明変数追加 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

図 2-34：スマートメンテナンスのための８ステップのプログラム 
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２．４ 光るレーンマークの現況について 

 

 光るレーンマークの経緯 

  Heijmans Infrastructures 並びに Studio Rosegaarde により、およそ 2か年をかけて、昼間の

太陽光を畜光し、夜間光る材料が開発された。 

  この材料は、特に道路のレーンマークとしての役割が期待され、2014 年 4月に Einthoven の北

約 20 ㎞の北 Brabant 州の Oss の N329 号線で試験施工された。 

レーンマークは、Paalgraven junction at the Oss exit の 500m 区間双方向に設置された。

またこのプロジェクトは、Brabant 州の「Smart Highway」プロジェクトの一環として実施され

ている。 

特に、気象条件や、レーンマークを踏みつける車両重量の条件等に対し、試験が繰り返された。

同時に、多層のレーンマークを半自動で品質を確保しながら効率よく施工する施工機械も開発

された。 

  しかしながら、このレーンマークは 1 年ほどで撤去され、その後は施工されていない。後述す

る、自転車道への利用や、路上サインへの利用がみられるが、大規模な交通安全施設としての

利用はされていないようである。 

 

 Van Gogh Path について 

  Vincent van Gogh が 1883 年から 1885 年まで住んでいた Nuenen の近郊に、Gogh の「Starry 

Night：星づく夜」をイメージして、Daan Roosegaarde の設計により、2014 年 11 月に、約 600m

の自転車道が設置された。自転車道は、数千の輝く石をちりばめた表面で、上記の畜光の技術

が使用されている。 

図 2-35：Oss の試験施工区間の状況 
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  本調査では、6月 23 日の夜、この自転車道を視察している。 

施工から 4年ほど経過しており、光量は小さくなっており、視線誘導等の役割を果たすには不

十分と考えられた。それでも、青、緑等の数種類の光が発光しており、ブラックライトを当て

た部分だけは、十分な発光をしていた。 

 

中央部の明るく光って見える部分は左側からブラックライトが照射されていた。 

 

図 2-36：Heijmans Infrastructures の試験室の発光体の写真 

図 2-37：自転車道の写真 
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緑、青等の複数の色の発光体が見える。 

 

 日本での研究について 

日本では、蓄光顔料あるいは蓄光塗料というジャンルで開発が進んでおり、各塗料メーカーが相応

する技術を有していると考えられる。少し古い資料であるが、関西ペイントの高耐候性蓄光塗料

「HOTARU」についての資料が参考になるため、以下に概略を示す。 

「無毒性の長期残光性蛍光塗料の開発を行った。放射性の蛍光体を含まず、ストロンチウムアルミ

ネートあるいはカルシウムアルミネートを母体結晶として、不純物として数種類の希土類元素を含

む。これらは従来の硫化亜鉛系の蛍光体に比して残光輝度が高く、残光時間も長い、また対候性に

も優れている。発光体は水分に弱いため、下塗り、表面にトップコート、あるいはパールベース+ト

ップコートの、3 層以上 4 層程度の塗装構成となっている。」 

この内容は、後述する Heijmans Infrastructures の特許内容とほぼ同じ内容であり、国内企業で

も同等以上の製品の製作が可能と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-38：自転車道を上から見た写真 
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 特許について 

特許については、以下の国際特許が出されている。 

(43) International Publication Date 26 May 2017 (26.05.2017) 

(10) International Publication Number WO 2017/086795 A1 

(51) International Patent Classification: E01F 9/582 (2016.01) E01F 9/576 (2016.01) 

(21) International Application Number: PCT/NL 2016/050812 

(22) International Filling Data:  18 November 2016 (18.11.2016) 

(25) Filling Language: Dutch 

(26) Publication Language: English 

(30) Priority Data: 2015808 18 November 2015 (18.11.2015) 

(71) Applicant: HEIJMANS N.V. [NL/NL]; Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen (NL). 

(72) Inventors: ZWEGERS, Stefan Henricus Maria; c/o Heijmans N.V., Graafsebaan 65, 5248 JT 

Rosmalen (N.L.), …………………….. 

(74) Agents: ALGEMEEN OCTROOI- EN MERKENBUREAU B.V. et al; P.O. Box 645, 5600 AP Eindhoven 

(NL.) 

(81) Designated States ……AE………JP ……………….ZW 

(54) Title: Road Marking and Roads Provided Therewith 

 

特許自体は、発光体とそれを保護する透明な窓部、不透明な側面保護部、下層の発光体支持部との

組み合わせ構造についての部分がほとんどであるが、発光体として、以下の記述がある。 

Claims 

21 A road according to claim 20, characterized in that said luminescent component is a 

phosphorus-based compound, in particular comprising zinc sulphide and/or strontium 

aluminate, preferably zinc sulphide, strontium aluminate SrAl204, or derivatives thereof, 

possibly doped with lanthanides and/or actinides, for example europium. 

請求項 21 

請求項 20 項に関する道路は、いわゆる発光性成分として、リン系化合物、特に硫化亜鉛、ストロン

チウムアルミネート、できれば、硫化亜鉛ストロンチウムアルミネート SrAl2O4、またはその派生物

であること。できればランタノイドまたはアクチニド、例えばユーロピウムに浸すことを特徴とす

る。 

 

また特許中の図 3 に、本発明の特徴的な事項が記載されている考えを以下に示す。 

 
 

 

In figure 3 a marking according to the present invention is schematically indicated at 

30. Located in the window 3 is a light source 31, for example of the EL, LED or glass 

fibre type, which light source 31 extends over the length of the marking 30. The marking 

30 is provided with an adhesive layer 32 on the underside thereof. The marking 30 can 

thus be easily installed on the base 2 via the adhesive layer 32. 

図 2-39：蓄光塗料の特許図 



2-32 
 

和訳：図 3 中に、本発明に関する 30 のレーンマークを示す。窓部 3 の中には光源 31、例えば EL、

LED またはグラスファイバータイプが存する。光源 31 はレーンマーク 30 の延長方向にわたって延

びている。レーンマーク 30 は下層上に粘着層 32 とともに設置される。レーンマーク 30 は、粘着

層 32を介して基礎 2 に容易に設置される。 

 

以上より、前述した日本国内メーカーの研究内容と同様な発光蓄光材料による、3 層以上のレーン

マークを対象としていることがわかる。 

 

 今後の方針 

耐久性についての十分な検証が行われていない、あるいは公表されていない。Heijmans 

Infrastructures に対し、訪問を求めたが、国際的な営業活動を行っていない旨の回答が返ってき

ている。Van Gogh Path の事例からも、所定の光量を確保することが難しく、またあった場合でも

数年で劣化する疑いは高い。 

設置を検討する際は、国内メーカーへのヒアリングも行いながら、実用に耐えるような製品開発を

行う必要がある。 

 

参考文献 

i.First pilot with 'glowing lines' in Oss 

https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/eerste-pilot-met-glowing-lines-oss/ 

ii.Pilot with Glowing Lines in Oss live 

https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/pilot-smart-highway-met-glowing-lines-live/ 

iii.Five questions for Bert Stohr；From lab to road,  

https://www.heijmans.nl/nl/verhalen/vijf-vragen-aan-bert-stohr/ 

iv.Project Van Gogh-Roosegaarde cycle path 

https://www.heijmans.nl/nl/projecten/van-gogh-roosegaarde-fietspad/ 

v.Fairy trail A fairy tale cast in concrete 

https://www.heijmans.nl/nl/fairytrail/ 

vi.高耐候性蓄光塗料「HOTARU」の開発、増田豊、小林正雄、関西ペイント、塗料の研究 No.138 July 2002, 

pp.54-59 

vii.International application published under the patent cooperation treaty, International 

Publication Number WO 2017/086795 A1, Road Marking and Roads Provided Therewith 

  

https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/eerste-pilot-met-glowing-lines-oss/
https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/pilot-smart-highway-met-glowing-lines-live/
https://www.heijmans.nl/nl/verhalen/vijf-vragen-aan-bert-stohr/
https://www.heijmans.nl/nl/projecten/van-gogh-roosegaarde-fietspad/
https://www.heijmans.nl/nl/fairytrail/
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２．５ シスコシステムズへのヒアリング 

Mr.Niels van den Berg、Mr. Hein Dekkers 氏のプレゼンを受け以下のように報告する。 

 オランダと Cisco の沿革 

オランダ国の代表的なイメージは

オランダ王家、チーズ、木靴、水車、

サッカー等があげられる。右下の写真

は、伝統的な 11 都市対抗スケートマ

ラソンの写真である。伝統的スケート

マラソンだが、実際には、30 年間行わ

れていないそうである。その他、大航

海時代、サンタクロースの元祖等の紹

介があった。 

オランダの政府の組織が国レベル

で道路等をどのように運営しているか

を図示している。以降で、地理的な要

因からオランダという国がインフラを

どのように全体に統合的にかつ組織的

に管理していく必要があるかについて

は後述する。 

 

 

 

 

 

 

説明担当者はニール氏である。必要不可欠な道路や交通などを Cisco はオランダでもビジネス展開し

ており、その Cisco の担当者である。交通が良いとその国の GDP の発展に直接的に寄与することがわか

って。この不可欠なインフラに道路や港湾、鉄道などがあるが、化石燃料から電力を作る発電や、１週

間飲料水が無くなると危機的なものなるのでその防災もインフラ事業と Cisco では位置付けている。 

ニール氏はCisco社内のCDAグローバルグ

ループに所属しており共同投資と共同研

究を行う戦略を担当する数人の専門家で

構成されたチームの一員である。まずは

Cisco 社としてのブランドイメージの話が

あった。左図は Cisco 社としての最新のブ

ランドイメージ用のビデオである。映像内

で、中国からのシルク、インドからのスパ

イス、そして、ゴム、お茶、砂糖、世界中

の物資が、ロッテルダム港には集まってい

る。ロッテルダム港には、500 年間の伝

統があり、スケールとスピードは急速に

発展してきた。ロッテルダム港には港全体にセンサーが使われている。そのセンサーのデータを使い、

1 分あたり 200 のキャリブレーションが行われている。そして年間 13 万隻の船の移動を港湾管理者によ

ってガイダンスしている。評価とフィードバックを繰り返し、センサーの運用に基づく港湾管理の信頼

性が証明されているから行えている。 

図 2-40：オランダの特徴 

図 2-41：Cisco 社のプレゼンテーション 
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左図の左上のマークが Rijkswaterstaat

（RWS）のロゴである。インフラ省の執行

機関で運輸公共事業水利省である。 

国の 1/3 が海抜 0m より低い国土ででき

ているのがオランダで、何もしなければオ

ランダの国はそのほとんどが海底に沈ん

でしまう。現地で良く聞くスローガンで

「オランダ人の足が濡れないようにする

ために」の精神のもと、交通その他土木工

事、ダムや橋などの建設を管理するのが

RWS の仕事である。 

そのような事情から水から国を守るのは

インフラ事業の中でも優先度は最上位と位置付けられている。上図の開閉式堤防である。これは 1953 年

に起こった大洪水の経験から、以後、洪水から国を守るというのは第二次世界大戦後最大の事業であっ

た。また、オランダの最大港であるロッテルダム港は「欧州一の港」でもあるため、オランダだけに止

まらずドイツやフランス、ベルギー、南欧諸国にとっても入口になっている「欧州の港」であることか

ら、この港湾施設を RWS が正常に運営することは重要な責務であり、またその港から入る関税収入だけ

でもオランダの GDP にとても重要な金額になる。 

 

RWS は道路、港湾、空港、水利の４つを所掌し、

音や光、熱、振動などの一般的なセンサーシステ

ムを使って管理されている。現場や各セクション

で開発及び改良されてきた設備なので、道路と水

路だけでも 700 もの違うシステムが稼働してい

る。オランダの国策では複雑化した管理システム

を最適化するため、安全とセキュリティを向上さ

せるため、デジタル化を推進している。 

 

RWS は「安全で住みやすく、アクセスし易いオ

ランダ」を標榜し、3,042 ㎞の高速道路、1,491 ㎞

の高速道路接続道路、2,774 箇所の陸橋、18 のエ

コダクト（動物用横断路）、23 箇所のトンネル、

748 箇所の橋を管理し、年間の高速道路事業の投資

総額は 5 Miljard / Y（50 億ユーロ）である。資

産維持費が 12 億 4,800 万ユーロ、組織運営に 11

億 600 万ユーロ、新規プロジェクトに 26 億 2,000

万ユーロ使っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-43：RWS の所管インフラ 

図 2-42：海抜 0ｍの国土と RWS 
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これはロッテルダム港湾に関して残っている最

初の記録である。1340 年のものであり、この絵

により 1340 年頃からロッテルダム港湾は少な

くとも存在したことがわかる。もしロッテルダ

ム港がかつてのこの規模だったなら、数人のチ

ームで空間や動線の管理ができる程度である。 

 

 

1640年当時の世界最大港はロッテルダムである。

すでにかなり複雑の運営が必要になる規模で

ある。例えば、一つの入り口があるがそこから

さまざまな目的地や波止場に行き来しなけれ

ばならない。また図から本来の港が中心になっ

て町が拡大したことがわかる。 

 

 

 

 

次に現在のロッテルダム港湾である。人工的

に海の方に 2段階に分けて干拓地が作られて国

土を広げてきた開発が行われて来た。 

ロッテルダム港湾は、現在の取扱量の世界一

の港ではなく、1～6 位までは中国の港になって

いる。しかし、世界一の港でない事は大した問

題ではなく、競争力を維持しながら、世界情勢

が変わる中で、European Union（EU）最大の港

の地位を確保することが最も大事な事と位置

付けている。ニーズが高まる中で、ニーズに応

えられる速度で、船舶の受け入れ能力を確保していくのに、デジタル化が不可欠というのが当面のロッ

テルダム港湾が取り組んでいる課題である。 

さまざまな技術が導入され、データ共有も行いながら運営管理する体制に移行している。一方、ロッ

テルダム港湾は今でも手動による、マニュアルによる運営はまだたくさん行われている。しかしながら、

現在の競争力を維持し、業界の変化に合わせ成長していくためには、今持っている技術的資産をデジタ

ル化していく必要があると考えている。 

かつての 2段階に分けて干拓により拡大していく事業は、今にして何十億ユーロもの国運を賭けた投

資であった。ロッテルダム港湾にとっては新しい港湾地域の拡大も大事だが、もっと優先順位が高いの

は技術資産のデジタル化であると考えている。成功すれば、今持っている競争力を確保でき、世界の港

湾業界のイノベーションの先端を行くことができる。そのために、統合化したデジタルプラットホーム

が必要と考えている。 

 

図 2-44：ロッテルダム港湾の変遷 
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オランダでは、輸送の重要性について水路

も道路も同じくらい大切という価値観が共有

されている。オランダの道路当局は安全と良

好な交通を確保することを責務としている。

右図の左車線では伝統的な技術である路面の

切削を伴うループコイル方式にて交通量をカ

ウントする技術が用いられている。これは距

離的に近いところで使うには良いが、最近は

さまざまな新しい技術をオランダの道路利用

者も使うようになっている。世界的に技術進

歩によって道路の使用方法が変わるという現

象が起こっているのである。 

道路ユーザーがナビゲーションシステムによりルートを選んで渋滞回避することや、運転負担が少な

くなる、負担を回避するような行動は民間企業のクラウドサーバを介して行われている。さまざまなナ

ビゲーション会社があり海外ではトムトムやグーグル、ウェイズやヒア（もともとはノキアの自動車用

マップ会社）などの技術によるサービスを道路利用者は受けている。これらは抽出的で統計学的に計算

する方法で（実数的に正確なものではないが）利用者の 15％をもって残りの 85％も同様に見做（みな）

すという仕組みで、渋滞などの交通状況を判定している。また、時間的な遅れ（タイムラグ）もある。

ドライブユーザーからの情報を収集しクラウドで集計・判断し、フィードバックするので必ず時間差が

生じる。次世代のナビが生まれるとしたら、行動予測可能なナビゲーション能力が必要であり、そのた

めにもよりハイレベルの交通測定や管理が行われることが求められるが、実現できれば、船舶や道路交

通、鉄道にも導入できる。 

よりダイレクトにより詳細な情報を全て把握することで、さらに良質な交通データを確保することが

可能になる。RWS が測定している道路データだけでなく、もっと広いさまざまな測定値を統合すること

を目指している。道路システムに概要図を図 2-46 に示す。

 

 
    図 2-46：現在接続されている道路システム 

図 2-45：ループコイル方式と光ファイバー方式 
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分散コンピューティングプラットフォームで

は、スマートフォン等の、モバイルデバイ

ス、Iot 機器からのデータを処理するエッ

ジ、エッジデータをさらに処理するフォグ、

それらデータを保管するデータセンター、コ

ンピューター資源をサービス提供するクラウ

ドなどのそれぞれの分野に製品が提供されて

きた。しかし、今後のネットワークの役割を

再定義する必要があり、新しい定義として

「ソフトウェアプラットフォーム」が挙げら

れる。 

 

 

これは、Iot 機器からの生成されたデータを収

集しデータ活用、データ分析を行うなかで、

各種アプリケーションの柔軟な連携が必要で

あり、各システム基盤の体系化が必要であ

る。それを実現するためのソフトウエアの枠

組みが、ソフトウェアプラットフォームであ

る。 

 

 

これは比較的小さいインフラだけでなく、イ

ンフラ全体を包括的に管理することができ

る。 

だが、ロッテルダム港湾だけで 1000 個もの

センサーが稼働している。オランダのすべての

センサーを一括管理するためには巨大なデー

タセンターが必要になる。 

例えば、水の中に温度計を設置すると高性能

なもので一秒あたり 100 回の頻度で、その温度

も 50 マイナス乗の微細な温度変化を測れるほ

ど大量で、詳細なデータである。特定の水域

にこの高性能の温度計を複数設置し、その

データを一カ所のデータセンターに集めるとする。ロッテルダム港湾には数千個のセンサーが稼働して

いる。それだけでも巨大なデータセンターが必要になり、既存のデータセンターのキャパシティを上回

っている。さらに、これらのデータが集まってくると時間的遅延が発生する。つまり、データをデータ

センターに送り、分析し、また現場に戻すとなると時間差が、遅延が発生する。つまり強大なデータセ

ンターが必要なだけでなく、データを集約する能力も必要になってくる。自律自動的な船舶や車両、ク

レーン、水利管理システムを管理するためには強大なデータセンターになる。 

例えば、車の中にあるアプリに影響を与えるセンサーまたはモバイルデバイスをより車に近いところ

に設置することで、サブセット不要で、各走行箇所に最適で、最大限に有効な利用が実現できる。デー

タを集約し、蓄積する箇所に直接応答できる、マルチマイクロサービスが、コンテナ化されるようにな

るだろう。 

また、水上風力発電機の場合、複数のセンサーにより効率的に風を捕捉し稼働するために衛星や 4Gの 

モバイルネットワークを使いデータセンターとデータリンクしている。海上の風力発電機をグループに

図 2-47：分散コンピューティングプラットフォーム 

図 2-48：ソフトウェアプラットフォーム 

図 2-49：インフラとデータセンターとセキュリティ 
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分け、一つの代表風力発電機で周辺の風力発電機のデータをまとめる仕組みである。風向きが変わった

際は、ある一基が風の方向を感知する。この時、もし全部の風力発電機が感知して収集ポイント（代表

風力発電機）に情報を送り、巨大なデータセンターに送るとすると、そのフィードバックとして羽の向

きを対応する形に変える指揮が端末の風力発電機に行く頃には、時間差により風向きは変わっているこ

ともあり得る。巨大な風力発電基地を有効に稼働させるには、局地的なことにも遅延なく反応するデー

タセンターが必要になる。 

また、自動運転などで車両衝突を回避するためには局地的な処理で完結することが即時的で最適であ

る。 例えばテスラの自動運転車は前方の車だけを考慮しており、その後方にどんな車があるかは考慮

に入れていない。1 ㎞も前の車がインターを出ようとしていることなどはなおさらである。しかしなが

ら、交通とは全体の流れであり、単独の車や一部分の車列の個別最適は最適ではない。これらが、発生

源とセンサーに近いところにデータ処理拠点を持っていく理由である。 

しかし、デジタル化で外部とつながり、ネットワークに依存していくことにより、外部から侵入され

易くなるという問題がある。このようなデジタル化によって、自動化され運営しているインフラにとっ

てはセキュリティ確保が最も重要な課題である。 

 

 光ファイバーセンシング（光ファイバーを使った交通量測定）の説明 

 

次に光ファイバーセンシング（光ファイバーを使っ

た交通量測定）の説明で、説明担当者はハインデッ

カ―氏である。元は車の近隣で別設備のための情報

管理が必要なことから始まったものである。道路脇

設置した光ファイバーをセンサーとしている。現在

使われている道路面をカットして埋め込む方法（ル

ープコイル式）よりもより正確なデータを収集する

ことが可能だとのことだ。 

細かな振動や熱などで生じる光のノイズを光ファ

イバーが把握してその状況を判断していく。車両の

タイヤノイズも判断することができ、4m 範囲のスピ

ードと渋滞度を計算することができる。4mは車長と

同じなので個々の車の混み具合が判別できる精度が

ある。これにノイズリフレクションとノイズレシオ

を収集してパターンを割り出すと車種と車線ごとの

情報を別々に割り出すこともできる。一本の光ファ

イバーで42㎞前後つまり拠点の上流方向下流方向と

合わせて 80 ㎞をカバーできる。 

従来の方法だと 5 ㎞ごとにこのようなセンサーの

設置が必要で統計的推測をして計測していた。しか

し光ファイバーを使うと 4m の精度で 80 ㎞の範囲を

全数見ていくことができる。 

数ミリセカンドごとの情報を集めることが可能な

ので渋滞がどのように作られていくかも把握できる

ようになった。これは従来の衛星利用測位システム

（GPS）を使った方法と光ファイバーを使った方法で

遅延は 4 秒あることがわかる。 
図 2-51：高速道路 A58 線 

ティルブルフ－アイントフォーヘン間の渋滞状況 

図 2-50：光センシングソリューション 

-分散音響センシング（DAS）- 
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そして 2017 年にこの技術を発表しその後応

用科学研究所（TNO）で GPS とループ式の 2 種

類の方法と光ファイバー方式を比較が行わ

れたところ、従来の技術と同じかそれ以上の

精度の技術であるという結果が出た。これは

すべての気象状況で試験した結果である。 

渋滞状況を測定することで、速度規制の判

断材料にするのだが、これらの 3 種類の方法

が速度規制の表示結果判断にどう反映され

るかも比較したところ、従来のループ式で交

通量を計ったものと比較して、道路利用者に

対する速度表示の結果に数ミリセカンド、光

ファイバー技術の方が早く反応している結

果だった。 

過去 2年間 TNO は研究を行い、特に凍結路

面状況ではこの光ファイバー技術のアルゴ

リズムを対応させ変えなければならないこ

とがわかり、その点も改良・開発されている。

このように技術は道路の渋滞を把握するた

めに使われるだけでなく、パイプラインなど

にも使え、例えば漏れの検知などに使える。

現在より早くより正確にできるということ

はオランダ政府も光ファイバー技術を認識していり。フローティングカーデータ（プローブ情報）は現

在では GPS 方式を使う方式のため、さまざまなナビゲーション企業から情報を買い上げているが、光フ

ァイバー技術を使うと、直接 交通量管理システムに継続的にデータを送り判定していくことができる。

フローティングカー業界はナビゲーション会社からデータを買う必要が無くなる。 

正確な運転ルートを各ドライバーに送ることができ、自動車業界全体への貢献につながる。そして RWS

は運転時間の短縮を目標にしているので、達成のために役立つ技術である。将来は、例えば騒音や CO2

の状況も測定対象にすることで、フローティングカーデータ（プローブ）センターに提供することがで

きるように技術開発は進んでいる。 

 

左図はトムトムというナビの会社と 1 年半前

に契約した署名式の写真とのこと。昨年はヒ

アというナビの会社とも契約し、よりナビゲ

ーション会社にも正確な情報を提供できるよ

うになる。このような「コネクテッドロードソ

リューション」は、将来世界中で交通事故や渋

滞を解決する基本となるかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-52：応用科学研究所（TNO）GPS とループ式の２

種類の方法と光ファイバー方式を比較 

図 2-53：ナビゲーションシステム会社との契約署名式 
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スマートインフラであるロッテルダム港

に Cisco が参入しているのは「塩水度」であ

るため、詳しい言及があった。 

北海からは海水、陸の方からは淡水の河の

水が流れてくるエリアの汽水のエリアで測

定対象は他に潮の干満のデータなどもあり、

船舶の浮遊度も計測するセンサーが存在す

る。北海からの流速、アルプスの山から流れ

てくる河の流速も測る。大小の船舶によって

浮遊度も違い、船の浮遊度は水の流速によ

り水深もわかる。 

これは水深を正確に把握することで、この

船は航行できるということが正確にわかれ

ば、船舶側はより多くの貨物を積むことがで

きることになるのでロッテルダム港が効率

的で貨物積載量の多い船舶は入港ができる、

魅力的な港湾施設と認知される選ばれる理

由になる。世界最多級の 260 隻/日の船舶が

寄港する港であるため、このような正確な判

断は重要である。 

 

左図は従来からあるセンサーで、水中のダ

ストを計測することで流速を計測する装置

である。レーザを対向させ視距を測る方式で

ある。これで航海士や港湾管制室が視界の判

断をしている。港の水体積、風向風速、流速

を測ることができる。 

 

 

 

 

このような測定値を IBM ワトソンのコン

ピューターを使って計算している。ロッテ

ルダム港に寄港する船舶は必ず 24時間前に

港湾管制所に連絡し、管制の指示にしたが

って停留する。全長 300ｍの船舶もカレー海

峡から訪れてくるので、24 時間のガイダン

スは北海の外から始まる。大型船の回転は

大変な事なのでいかに正確なガイダンスが

必要な事か解る。 

 

 

 

 

 

 

図 2-54：スマートインフラ ロッテルダム港 

図 2-55：水深測定アプリケーション 

図 2-56：従来センサーにて水中のダストを計測 

図 2-57：コントロールセンター 
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現在は手入力による調整が必要だが、AI に

も入力し学習させている際中だとのことだっ

た。これらは世界中の港で使われているデー

タ管理の仕方で、このすべてを統合して、まっ

たく新しい地球すべてで使えるデータ解析シ

ステムを Cisco は開発中とのことだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左図は非常に重要な仕事の一例で、大型船

の水深を間違えると船底が壊れてしまう可

能性がある。港湾においてはデータによりさ

まざまな船舶にサービスを提供するので、デ

ータに依存せざるを得ない。セキュリティが

非常な重要な課題になっている。データの流

入はどこからどこまでがCiscoのネットワー

クかなど、その境界線は 3 つの層に分けられ

ている。データの抽出とクラウドに上げるの

が Cisco、IBM ワトソンはロッテルダム港湾

局が管理しているとのことだった。（センサ

ー部はまた別の所掌ということと推察され

る） 

今まではセンサーから上がってくるデー

タを抽出し、アップするのが Cisco のセキュ

リティーベースだったが、インターネットベ

ースの新しいセンサーが開発実用化され、

Cisco のセキュリティーベースをセンサー

含みまで拡大しようとしている。 

将来このセンサーがサードパーティーの

アプリも搭載できるようになると、センサー

含みまで Cisco 単独メーカーによる範囲と

し、よりセキュリティーレベルが引き上げられることになる。測定からクラウドに上げて提供するまで

と全て完結する。そして AI アルゴリズムに載せて非常に重要案件のデータを分析していくためには、

入力するデータに信憑性があり確かなものでなければならず、セキュリティの確保は不可欠のものにな

っている。 

図 2-58：データ解析と開発中システム 

図 2-59：大型船の水深と船の保護 

図 2-60：セキュリティ境界 
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港では岸壁が最も重要な構造

物の一つだが、岸壁にかかる上と

横からの圧力を測定し状態を確

認するのに、この AI 技術が導入

されたシステムが使われている。

岸壁をより積極的に活用できる

のと、負荷に対する余裕値は岸壁

に設定はしているが、より正確に

判断することができるようにな

った。 

 

これは岸壁が海中に塔のよう

になっていて水上で係留できる

「ドルフィンシステム」という設

備である。岸壁に接岸できなくて

も係留することができる。センサ

ーで船のエンジンが稼働したか

止まったか、いつ稼働したかがわ

かるので、いつ出航するかしない

のかの情報を正確に港湾管制室

に伝えることができる。このドル

フィンシステムという係留用の

ポールは、今でも係留のために船

員が手作業でロープをつなげるの

だが、ロープを外すときはリモートでロープを外すこともできるようになっているので港湾管制室が出

航許可を行い次第、リモートでリリースできる技術を使っている。そして、このドルフィンシステムに

係留されている船舶を確実に管制は知ることができるようになっている。この技術を使うと、どの船舶

がどの岸壁のどの係留システムを使っているかわかるため、港のキャパシティを最大限に活用すること

ができるというメリットがある。 

 

右図はリアルタイムにロッテル

ダム港の管制室が使っているモニ

ター画面である。どのような船舶が

来て、どのような船舶がどこで待っ

ていて、何隻のタグボートが稼働し

ているか、燃料がどのくらい使われ

ているのかをリアルタイムでわか

るようになっている。このシステム

を使うことによって例えば船舶 A

に「入港許可を出す、出さない」の

材料になり判断することになる。 

将来は 24 時間前から何時頃が一

番入港に混雑が少なく、係留も用意

でき、塩水度も風も最適だから、ゆっくり何時に来てもらえば、グリーンエントリーで滞りなく入港可

図 2-61：岸壁とドルフィンシステム 

ロッテルダム港の管制室が使っている入港管理モニター① 
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能で、タグボートの数も最少、係留時間も最短で経済的だというマネジメント、逆に少しスピード上げ

ればそのようにできるなどのマネジメントをすることができるようになるとのことだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

下図は港湾管制室が使っているダッシュボードである。この情報モニターを使って港のオペレーショ

ンをしている。線が出ているが線の右側が将来の予測線になっている。ここに「流速」が表示され、ま

た「塩水度」も表示されている。「水体積」や「風向風速」も予測値が出ている。ロッテルダム港の港湾

管制室ではオペレーダーごとにこのような表示が出ているのでセクションごとに判定が行われる。 

 

図 2-62：ロッテルダム港の管制室が使っている入港管理モニター② 

図 2-63：ロッテルダム港の管制室が使っている入港管理モニター③ 
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この場であった質疑応答は下記の通りである。 

質問 

Ｑ：光ファイバーは車両固有の、舗装など調整というか設定が要るものなのか？ 

Ａ：気象条件にもよるので路肩が最適で土壌に面している面積が多い方が正確です。時間をかけて調整

していく必要がある。舗装面ではなく、土工部に埋める必要がある。舗装の下に土があるここです。

橋での使い方は研究中です。ありとあらゆる物質に埋設して使えるものなので、あらゆる建設物資で

可能です。鉄筋コンクリートの曲がりの計測などもでき、現在そのような研究の依頼を受けていると

ころです。岸壁への施工は既に受注しており、内部は鉄筋コンクリートでその曲がり状況などの計測

する方法が実用されています。外部の研究者による検証は行われていないのですが、雹や降雨量の計

測ができることは社内では検証されています。 

Ｑ：80 ㎞の区間で計測できると言うが、複数の車の状態をどうやって一つの光ファイバーで計測できる

ものなのか？ 

Ａ：例えば大きなノイズで小さなノイズがかき消されことが無いのが TNO で研究され検知された。車両

タイプごとにノイズパターンがあるので判断することができる。 

このようなセンサーの会社がオプタセンサというのとセンテラーという会社があるのですが、Ciscoは

センサーの会社に共通のプラットフォームを提供しています。ただセンテラーの方が個々の車の検知

率が良いです。しかしオプタセンサの方が予測通過時間は正確です。ただこれはどこが良いとかでな

く、さまざまなセンサー技術のプラットフォームとなる役割を Cisco は行っています。 

 

 ロッテルダム港における高感度コンテナ「42 コンテナ」について 

 

運送業界は船舶業界の多くの情報を収集して

いるが荷物が船内でどのような動きをするかは

ほとんど分っていなかった。だが、近年は左図

のような高感度コンテナはありとあらゆるセン

サーを完全搭載しているコンテナである。左右

はもちろん、コンテナにかかった衝撃やどのよ

うなルートで運ばれてきたかを追跡可能だ。 

この物資が移動中にどのような経過を経て来

たのかの完全なトレーサビリティが可能である。

そして例えば出航から目的港に時間を経た航行

した場合、このコンテナに高価値の物資が入っ

ていたとする。そしてこのコンテナにダメージ

があり、その物資に被害があった時に、すぐざ

まこの高価値の物資を再送する手配をすること

が可能である。顧客は予定通り受け取ることが

できるようになり、影響を減少することができ

る。センサーによる測定を行いながら、物資を

積み移動するので「コンテナ型の実験室」と呼

べるだろう。 

42 コンテナという名称の由来は、イギリスの

脚本家ダグラスアダムスという SF小説「銀河ヒッチハイクガイド」から「未知なるところに行く」とい

うのと、ヒッチハイクなので「計画できない」と言うのがこの数字の由来である。 

 

 

図 2-64：42 コンテナ 
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２．６ ロッテルダム港湾施設の現地調査 

 

ロッテルダム港は北海に面した約 20 ㎞×40 ㎞のヨーロッパ最大の港である。今回は、北海からロッテ

ルダム港の入口にあたるライン川河口付近と係留施設の視察を行った。 

 

 ライン川河口付近 

現在は大型船が入港する際には水先案内人が乗船することとなっているが、2023 年頃からはリモート制

御で誘導することとなっており、更に先のステップとして自動航行について研究がおこなわれている。

現在は AI による水先案内人無しでの誘導に向けた準備段階である。河口部から港内には潮位等のセン

サーが多数設置されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 係留施設（ドルフィンシステム） 

ドルフィンシステムは、管制センターと通信し、船が係留してから出航までの間、船の状態（エンジン

稼働/停止）、係留時間等を管理できる係留施設である。ドルフィンシステムの導入により、係留開始か

ら出航までの時間を正確に把握することができるため、より効率的な港湾施設の利用や、正確な港湾使

用料の算出が可能となる。また、エンジンの稼働状況から、CO2 排出や大気汚染等の影響把握も可能と

なっている。 

ロッテルダム港では船から船へ荷物を積み替えるケースも多く、接岸しなくてもドルフィンシステムに

係留さえすれば管制センターで情報把握が可能となる。 

図 2-65：潮位等のセンサー 
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図 2-66：ドルフィンシステム 



2-47 
 

２．７ 運輸公共事業水利省（RWS）へのヒアリング 

 

  Practical Trial Amsterdam について 

 

スマートモビリティの取組について RonaldAdams 氏よりのプレゼンテーションがあった。オランダの

都市部、特にアムステルダム周辺では、人口増加、観光需要等による交通混雑に伴い、環境や安全、ア

クセシビリティが課題となっている。これらの課題に対し、ＲＷＳでは官民連携、また、近隣諸国との

協調によるスマートモビリティの取組を進める必要がある。スマートモビリティの取組の実施にあたり、

3 段階の取組を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 段階（PHASE 1）の道路側（ROADSIDE）の対策では、信号間の制御の連携を実施した。場所はアムス

テルダムの中心地の周りを囲む A10 号線という環状道路であり、交通渋滞が問題となっている道路であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-67：スマートモビリティの取組の実施と見通し 

図 2-68：A10 号線の交通を常に流れる状態にしておく① 
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今回の取組は A10 号線の交通を常に流れる状態にしておくことで、A10 号線の渋滞の解消を目指したも

のである。具体には、A10 号線及び接続する道路に信号機を設置し、連携させ、A10 号線側の交通を常に

流れる状態にすることである。これを実現するために、管理センターの交通監視システムには、接続道

路側の信号現示を操作することにより、A10 号線への流入交通を抑制する機能を持たせた。（ランプメー

タリング） 

しかし、信号現示により接続道路から A10 号線へのオンランプの交通が抑制されると、接続道路側、

そして市街地の道路で混雑が発生する。このため、本実験では、デルフト工科大学の理論を用いて、オ

ンランプ部分で信号現示を制御し、少しずつ車両間の間隔が開くように制御することで、本線側の交通

流をスムーズにさせる方式を取り入れた。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-69：A10 号線の交通を常に流れる状態にしておく② 
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これにより、A10 号線の交通流がスムーズになり、第 1 段階の実験は成功したという評価がある一方、

市街地の道路では渋滞が発生した。また、交通監視システムの費用対効果について、第 2 段階で検討し

ていくこととした。また、第 1 段階の実験を実施するにあたり、関係機関同士の協力体制が作られた。

このような面でも本実験の成果と言える。 

 

 道路側の対策と並行して、車側（IN CAR）の対策として、ドライバーへの最適な経路への誘導を目的

としたアプリを開発した。これは全体の交通状況を考慮して、個人個人にルートを案内するもので、第

3 段階「スマートルーティング」につながる位置づけである。このドライバーへの最適経路案内の実験

は通勤時間帯とイベント実施時に実施した。 

 結果として、出発前には出発時間の調

整、出発後にはアプリのアドバイスに従っ

た経路選択等の行動が見られた。大規模な

イベント実施時では渋滞損失時間におい

て大きな効果が確認された他、道路ネット

ワークや駐車場の利用分布にも良い結果

が表れた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Cooperative ITS Corridor について 

国境を跨いだ道路に共通の ITS サービスを提供するという 3国連携のプロジェクト、Cooperative ITS 

Corridor について RonaldAdams 氏よりの引続きプレゼンテーションがあった。 

Cooperative ITS Corridor は、オランダとオーストリア、ドイツの国境を跨いだ道路に共通の ITS サ

ービスを提供するという 3 国連携のプロジェクトである。RWS では、車車間及び路車（インフラ-車）間

通信により、道路ユーザーに対して警告や交通の円滑に資するデータ、信号を送信するにあたっての基

準を決定し、EU 全体に展開可能な標準仕様を決定していくという役割があった。 

この標準仕様の 1 つとして、「ITS-G5」という短距離通信の規格を使用した。 

ITS-G5 を利用したサービスとして、路上工事の注意情報、車両のセンサーから得られたプローブ情報、

車内への情報の標示がある。導入にあたっての具体的な検討としては、国境を超える際の動作、道路側

から車両側へ情報を送信する際の中央装置、短距離通信での車両側へのデータのやり取り、認証情報の

やり取り等があり、多くの不確定要素があったが、RWS や民間企業の持つ知識を持ち寄って開発を行っ

た。 

この取組の中心的役割は前述の 3 か国が担っているが、この取組は現在 20か国が参加し、ベルギー、

イギリス、フランス等でも実験が行われている。参加している国同士で技術の開発、実験結果等の情報

が共有されている。 

図 2-70：ドライバーへの最適経路案内アプリ 
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ITS コリドーの取組を進めるうえで具体的な取組としては、前述のとおり、路上工事を実施している

場合に通行車両に対して注意情報を送り、ITS-G5 を使って車両側のアプリから情報や交通量を上位に伝

送するような取組を実施した。例えば、A10 号線の路側に送信設備を設置し、ITS-G5 でメッセージをテ

スト車両に向けて送信し、メッセージが受け取れたかどうかを確認した。 

また、交通量情報のデータについては、ループコイル（トラカン）から取り出したデータやフローティ

ングカーデータについても、車両側で正常に受け取れていることを確認した。 

事故状況を後続車へ知らせることで、ＲＷＳのパトロールカーが情報を発信することで、迅速に警戒情

報を発信できるようにしている。更に、ドイツで送ったメッセージがオランダで受信できるか、国境を

越えた通信のテストも実施した。昨年は 5 回の試験を実施した。試験は 7月末まで実施し、その後技術

的評価を経て、一般向けに説明していく流れとなっている。また、アムステルダム周辺では、車へのメ

ッセージの送信や、自動運転車との通信等の試みを実施する構想がある。 

 

  道路交通管制センターについて 

交通管制センターについて MRWS ユトレヒト交通管制センターマネジャーの Fred van der Zeeu 氏よ

りプレゼンテーションがあった。RWS は、干拓地を含む水利管理、水路・水運の管理、それに道路の三

つを管理している。RWS の管理する道路の諸元は以下のとおりである。 

種別 数量 適用 

高速道路 3,100 ㎞  

アクセス及び分岐道路 1,527 ㎞  

橋梁 780 橋 52 の可動橋を含む 

トンネル 25 か所  

跨道橋 2,886  

エコダクト 47 橋 水路のものも含む 

図 2-71：路上工事を実施している場合に通行車両に対して注意情報表示 

表-1：RWS の管理する道路の諸元 
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また、道路交通に関する諸設備については、以下の施設を管理している。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 数量 適用 

レーダー及びループ 19,000 車両データおよび旅行時間把握 

車線信号 17,000  

カメラ 3,100  

その他 可変標識、スマート交通信号、トンネルシステム、 

ドローン等 

 

これらの道路施設は、主に交通の密度の高い箇所に設置されている。このほか、フローティングカー

データによる車両位置、速度データを収集している。管制センターでは、25 万台のデータを収集してい

る。データアクセスポイントネットワークは、下記の緑線で示されている。 

図 2-72：左：レーダー及びループコイル、車線信号設置、中：カメラ設置、右：FCD：交通密集地域 

 

表-2：道路交通に関する施設 

図 2-73：左：データアクセスポイントネットワーク 

右：NDW(the National Data Warehouse for Traffic Information) 
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 30,000 以上のデータアクセスポイントから、毎分データが収集され、加工され、45 秒以内にユーザー

に配信される。NDW(the National Data Warehouse for Traffic Information)は、交通量、旅行時間(実

時間及び推定時間の両方)、交通速度、車両クラス、についての情報を収集し、提供する。 

今後はさらにデータの利用や処理速度等の改善により、データに基づき、運転操作や、ハンドル操作、

ホィールスピンなどの情報を取り入れ、道路の状態(ポットホール等)も把握できるような試みを行うつ

もりである。 

ラウンドアバウトについては、CROW（土木交

通工学研究標準化センター）が整備促進を進め

ており、ターボ・ラウンドアバウトは、右図の

位置に設置されている。またその種別は 20 ほ

どある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通管制センターは、ユトレヒトのほかに、

ロッテルダムにあり、それ以外に小さな交通管制センターが 3 つある。RWS の行っているサービスの数

は以下の通りである。 

 

 

種別 数量 適用 

事故対応 220,000  

動的車線運用 25,000  

事故時の手動車線閉鎖 66,200  

自動速度制限。 29,000,000 車両停滞(Que)または事故検知の場合 

路上作業 77,500  

雪氷作業 13,000 作業距離 471,000 ㎞ 

サービスプロバイダーへの渋

滞情報提供 

14,359  

 

管制センターが行う作業は下記のように毎年増え続けているが、道路わきの情報端末が 15,000 から

20,000 あり、管制センターの業務を支援している。 

表-3：RWS の行っているサービスの数 

図 2-74：ターボ・ラウンドアバウト 
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日本で問題になっている逆走については、

オランダでは年間 14 件で、この数は増え

ていない。このため、対応の序列は低い。

その原因も、ドライバーの年齢ではなく、

運転者の疲労によることが大きいと考え

ている。 

 

 

 

 

 

 

またオランダの交通管理

は統合化されている。こ

ちら RWS の管制と、デン

ハーグ市、ロッテルダム

市、南オランダと、州や国

レベルで情報を共有して

交通管理を行っている。 

 

オランダはイングランドと一緒に、管制の改善を行っているが、イギリスの例で、39 のシステムがス

パゲティのようにからみあっているシステムとなっている。このため、一つのシステムを変えると他の

38 にシステムを変える必要が生じる。このため、システムをモジュラー化する必要が求められている。 

またイノベーションについては、将来の自動運転化も考慮したうえで、どのように、イノベーションを

行うか検討している。焦点は以下のような項目となる。 

  ネットワークサービスについて 

  Object operations (25% reduction in capacity)   

オペレーションの効率化（キャパシティの 25％削減） 

図 2-75：管制センターが行う作業 

図 2-76：オランダ各交通管制 

図 2-77：システムモジュラー化するスキーム 
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  Incident management (25% reduction in response times)  

交通事故対応迅速化（応答時間の 25%短縮） 

  Road works services (100 % reliable partner in value chain)  

路上作業信頼性向上（バリューチェーンでの 100%信頼性確保） 

  Winter road management (RWS The national De-Icer)  

雪氷作業管理 

  Enforcement (Less violations on crucial hot spots)   

重点か所での交通法令遵守推進 

  Network optimization (future proof)    

ネットワーク効率化 

  Traffic & Travel information (24/7 reliable data and information)  

交通情報信頼性向上 

  交通事故対応について、 

  Efficiency 効率化 

  Cooperation 協調体制構築（経済性に基づく救助サービス、データに基づくネットワーク

サービスの地理的分散） 

  Product innovation プロダクトイノベーション（予測モデル及び外部データ統合、デジ

タル可視化手法、デジタルビジョン） 

これらの項目について、150 人のグループを政策担当する側と運用担当する側に分けて検討している。

また、ネットワークサービスについても、トンネルと橋など、7 つの部分に分けた戦略構築を行い、上

記の事故時の対応時間の 25%削減などを検討している。交通管理の効率化について述べると、 

交通管理の側面では、事故事象パターンを把握し、季節変動、事故種別、を捉えた、地理的にも最も

効率的で対応時間を短縮できる交通管制の配置、交通管理パトカーの配置を考えている。動的車線運用

については、異常路肩走行車両の自動検知方法の検討、動的車線運用の自動化についての検討を行って

いる。また、エリアサベイランスとして、カメラによる異常車両検知、落下物検知の試験を行っている。 

図 2-78：交通管理の最適化のための分析 
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さらに、以下のようなプロジェクトを進めている。 

  Smart routing – SOCRATES 旅行ルートのアドバイス機能で、道路管理者と運転者の両方に提供

される。これまでは、道路管理者による情報提供と、サービスプロバイダーからの各運転者への情

報提供は分かれていたが、道路管理者からサービスプロバイダーを通し運転者に情報提供が行われ

るようになり、一貫した情報共有が行われるようになった。 

 

  スマートカメラについて 

  

スマートカメラについて Johan van Eyk 氏よりプレゼンテーションがあった。オランダでは年々交通量

が 7％増加し渋滞は増加傾向である。渋滞時間が運転時間の 28％を占めるほど増えているとのことだ。 

2016-17 年に行ったスマートカメラの調査により、AIを取り入れることによってビジネスプロセスを

自動化し、スムーズにする事ができるという結果だった。この調査は、イノベーションセンターと

ViNotion 社と共に、RWS が高性能なカメラで道路状況を『読み込む』事ができるかどうかの調査であっ

た。結果は、ラッシュアワーレーンでの通路の開閉をより速く、簡単で、安全性の高い運用ができる効

果があるものだった。スマートカメラの研究結果は、 

・将来ビジネスプロセスを自動化できる見込みがある事 

・望ましい品質/安全を保障するためには、今後数年間の更なる開発が必要である事 

・ユーザビリティを試験するために概念実証が必要である事 

・機能的な必要条件とフレームワークの概念実証が必要である事   の 4 点が明確になった。 

 

図 2-79：スマートカメラ開発の起点 

図 2-80：スマートカメラの研究結果 
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ここで言うビジネスプロセスとは、交

通管制センターのビジネスプロセスにな

る。これに AI に取り入れるのは有効だが

今後もっと開発が必要である。そのため

にはコンセプトが必要で、AI をうまく利

用するには何をさせるのかきちんと突き

詰める必要があるようだ。 

今のところまだAIを導入せず人による

操作をしているが、ラッシュアワーの時

間帯、事故が発生した場所、トンネルがあ

るところ等、人が操作しているところに、

AI を投入することができれば管制業務が

もっとスムーズになるという見解だっ

た。例えば、人が救助隊に連絡を入れたり

などの人が介入するところは人が行い、

AI でできる事は、部分的に AIを活用することである。 

スマートカメラは地域を観察したり、トラッキングをしたり、変則的な探知をしたりするのが得意で

ある。下図の映像は、夜間でのカメラ映像で、トラックからの落下物を処理している時の画像と、走行

車両と非常駐車帯の監視映像である。 

Ai を活用することによる利点は、RWS という交通管理者側の利益と社会の利益がある。RWS のメリッ

トはより迅速に事故を知らせることができる点が一つ、また、ラッシュアワー対応の年間 2,700 時間も

の労務時間を削減できる点である。その減った労務時間を交通流の管理や他の労務に回すことができる

ようになる。社会の利益として年間に 1,500 万ユーロもの利益が上げられる。渋滞に拘束され損失して

いる時間 157 万時間を減らすことができることによるものである。そしてラッシュアワーの高速道路が

より安全になり、高速道路への流入制限をする不要な時間も減らすことができる（次図を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-83：走行車両と非常駐車帯の監視映像 図 2-82 トラックからの落下物を処理してい

図 2-81：スマートカメラのシステム図 
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次に、ネットワーク・サービスの概要のロードマップである。いくつかのプロジェクトがあり、段階

的に進んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-84：スマートカメラによる RWS と社会双方の利益 

図 2-85：ネットワークサービスの概要のロードマップ 
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スマートカメラの導入のように、交通管理の改善により、スマートモビリティを実現させるため、AI

を小規模に高速道路に導入し試行検証を行っている。今後、実用化レベルでオランダに投入していく計

画とのことである。スマートカメラには、事故管理やラッシュアワーのゲートの開閉タイミングのコン

トロールの最適化などの利点があるが、さらなる発展や応用のため他にどのような技術が必要で、どの

ようなカメラが要るのか、IT の設備がこれを実現させるために何が必要なのか、技術面だけでなく機能

面も検証を進めているとのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 台の HD カメラを使ってデルフトの南

にある A13 号線で実証試験を進めている。

映像分析はロッテルダムの交通管制センタ

ーで解析ソフトウエアを使って検証してい

る。このプロジェクトは 2020 年にテストを

終える予定とのことである。 

スマートカメラは、ラッシュアワーと事

故管理のために主に使われるのだが、それ

以外にも橋やトンネル、通行禁止車線の監

視などにも有効に使われる拡張性がある。 

 

 

 

 

 

 

図 2-86：スマートカメラの実証試験内容 

図 2-87：スマートカメラの未来応用 
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この場であった質疑応答は下記の通りである。 

質問 

Ｑ：3,000 台もあると全線が見えるのですか？ 

Ａ：混み合っているところがカバーされている。例えばオランダ北部などは混んでいないのであまりな

いです。アムステルダムやロッテルダムなどはほぼカバーされています。 

Ｑ：ラッシュアワーは人が見て判断しているのですか？ 

Ａ：そうです。 

Ｑ：ランプメータリングを使っていると先ほどは聞きましたが？ 

Ａ：今は人なのです。何が問題なのか把握してからでないとラッシュアワーレーン（混雑時開放レーン）

を開けられるかわからないためです。 

Ｑ：カメラで撮った映像にて画像処理で判断しているのかと思いますが 3,000 台のカメラもあるとどう

やって処理しているのですか？AIですか？ 

Ａ：AI はこれから構築している際中です。（人によるオペレーションです。） 

Ｑ：画像処理のアラームに対して人による誤検知処理（判断による対象から外す）はやっていますか？ 

Ａ：オランダでも同じです。AI はそのような判断処理を使って学習させていくことなります。 

 

  スマートな舗装管理におけるビックデータの見込みについて 

 

ビッグデータを応用した舗装管理について Kumar Anupam(TU-Delft)博士よりプレゼンテーションが

あった。従来の計量システムでは、車両の通行によりタイヤによって舗装に重みがかかり、押下げられ

る力が掛ることによって、それをセンサーが検知するという構成になっている。この計測システムの特

徴は、平坦性、曲がり具合、天候等で結果が影響を受けるが、一番の影響はこれを交換するために高価

なハードウエアを入れ替えるコスト上の問題である。従来の計量システムの代替品として光ファイバー

を提案するという点が本プレゼンテーションの主旨である。光を送信して、その光を受信したところで

その光の揺れを計測する仕組みである。 

 

 

  

図 2-88：従来の計量システム 
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Fiber Bragg Gratings(https://tml.jp/knowledge/special_ins/fiber_measurement.html)センサー

を用いる装置である。グリッドで違う波長になるのを検知する。例えば、温度が上がると、長い波長を

検知する仕組みである。右図は光ファイバーセンサーで実際実験に使ったものだとのことである。舗装

中に埋設するため外が硬いコアになっている。 

 

下図が道路上での施工の一般図である。 

2 本の平行した光ファイバーが敷設されている。データ収集は、図中の左上部の四角で囲った形で光

ファイバーをもって構築し4Ｇのルータを付けておくと遠隔でデータ収集ができる。0.5msの正確さで、

速度も時速数㎞/hの誤差範囲で検知できる。車のスピード感を計るために車のライセンスプレートカメ

ラを付けることもできる。温度計を設け、さらに精度を上げることも可能である。 

ただ、一番魅力的な点はとても耐久性が高く５０ＧＰＡ以上の力にも耐えられる点である。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-89：FBG センサー 

図 2-90：FBG センサーの設置レイアウト 

https://tml.jp/knowledge/special_ins/fiber_measurement.html
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次が施工方法である。スリッ

トを作りセンサーを入れてい

る。これは舗装やコンクリート

打設中でも設置できるほど、高

温にも耐えることができる仕様

である。 

 

 

 

 

 

 

 

まとめの内容になるが、荷重による分類分けは 95％以上の精度で測れる。これを縦断方向に設置し交

通流を監視することも可能だが、精度のためには道路荷重がかかる場所から離れないようにしなければ

ならないとのことである。 

温度変化は他の要因による影響が多いので、温度計測は別の装置で測らなければならない。  

埋設深はいくらでも良いらしいが、試験では深さ 10ｃｍの埋設深で設置して行われていた。そしてルー

タのあるオフィスで情報を集めることができる点は簡便である。そして興味深いのは、光ファイバーを

通信のために使うのではなくメンテナンスのために使う点である。従来の技術より多用途である点も強

調したい。温度や重さやひずみ等を常に測定することが可能になるとのことだ。ひずみと変形、振動、

重量、圧力、温度、傾斜など多岐にわたる値を測定できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷重のかかっている典型的な道路で図示する。舗装面はタイヤの過重がかかると上下に伸び縮みする。

この際に、ただ収縮するのと違うので舗装にかかるダメージは複雑なものになってくる。これを光ファ

図 2-91：FBG センサー施工写真 

図 2-92：FBG センサーのメリット 
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イバーを使うシステムだと有効に計測することができる。タイヤが通過すると右図のように道路が変形

してまた戻る変動を行う。拡大すると、荷重はうまく分散されていないことがわかる。道路の部分によ

り荷重にばらつきがある。重さがかかっているところから先に痛んでくることになるので、均一性が欠

けることは構造物として弱点になる。 

 

 

 

上図は測定結果のひずみ分布図である。荷重がかかるとどういった波が通過したかが分かる。青いと

ころが伸びているところで、赤いところが圧縮されているところである。また、通過したタイヤのポジ

ションもわかる。 

図 2-94：路面におけるひずみ分布図 

図 2-93：路面における荷重のかかり方 
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光ファイバーにより通行車両

の交通の性質も把握することが

可能である。これらの膨大なデ

ータをすべてビッグデータとし

て扱い、どのくらい時間が経過

しているか、どのくらいのパフ

ォーマンスなのかを算出するこ

とができるとのことである。例

えば、自動運転の車が来たら誘

導する、トラックが隊列走行し

た時に舗装にどのような悪影響

があるか、そういった場合には

道路の痛みが激しいと予測され、

料金を多く負担してもらうための請求根拠になる設備にもなる。構造物にかかる負荷に適正な費用便益

性の分析をし、戦略的な受益者負担を計ることができるとのことであった。 

光ファイバーセンサーで何ができるのか？どのようなことに活用できるのか？の全体像を把握するの

はまだ模索中であるとのことで、光ファイバーのデータは異なる舗装タイプでも正確なのか？光ファイ

バーのデータが舗装の痛みの予想にどのように活用できるのか？研究所で実験できるものなのか？コ

スト的に実用化できるものなのか？などが研究を継続しているとのことだった。 

 

 

この場であった質疑応答は下記の通りである。 

 

Ｑ：ＮＥＸＣＯは既存の光ファイバーが埋まっているがこの技術はそのまま使えるのでしょうか？ 

Ａ：束になっている光ファイバーを先ほど紹介したＦＢＧという技術を使って一つ一つ別々の用途に分

離して使っていくことができるのかテストし検証をする必要があります。 

Ｑ：荷重を点で検知するイメージで車両の軸の幅で車種検知はできますか？ 

Ａ：かかる荷重によって車種は認識できます。重さによって等級分けする方法です。 

Ｑ：スピードは検知できますか？ 

Ａ：測れます。 

 

 

 

図 2-95：光ファイバーの多用途拡張性 

図 2-96：光ファイバーのモニタリング継続中 
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  ビッグデータと交通マネジメント 

 ビッグデータと交通マネジメントについて、ビッグデータの研究所で交通・水・危機管理関係を取り

扱っている John Steenbruggen 氏よりプレゼンテーションがあった。 
 

RWS ではデータに基づいた事業活動ができ

るようにしており、例えば、気温が 25℃を超

える日があると翌日以降に故障が増える傾向

にあることが統計的に分かっているため25℃

を超えたら、交通管理の人材を故障対応のた

め多目に備えている。 

ビッグデータとは 4 つの V で説明される。

4 つの V とは「Volume：データサイズが膨大」、

「Verocity：変化のスピード」、「Variety：様々

な形式のデータソース」、「Veracity：正確さ」

であり、ビックデータの特性を表している。

続いて、ビックデータを取り扱う上で次の 3

つの Vが重要となる。一つ目は Vision（ビジ

ョン）を持つ事、二つ目は Visualization（可

視化）により知見を伝える事、三つ目はそれに

より本物の Value（価値）を提供する事である。 

 交通管制センターにはカメラやループ、信号、

事故管理などのシステムを介して多様な情報が

集まるが、それらを扱う上ではどこで渋滞が起

きているのか、モビリティの種類、事故の発生

などの空間情報が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

ブルースポットは天候の影響を受けや

すい箇所を表したもので、潜在的に傷つ

きやすい構造物と地下水位の上昇箇所を

重ね合わせて、洪水制御の失敗や路面排

水システムの故障により、路面排水でき

ない恐れのある箇所を視覚化したもので

ある。このような箇所を視覚化する事は

防災の観点から有効である。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-97：ビッグデータの 4 つの V と 3 つの V 

図 2-98：交通管制センターのシステム 

図 2-99：天候の影響を受けやすい箇所（ブルースポット） 
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ブラックスポットとは事故が集中する区間を１ヘクトメートル（国際単位系の長さの単位で、100 メ

ートル）で表示したもので、2016 年に事故が 15 件以上あった箇所箇所をオランダ全土で整理した図に

なる。ブラックスポットは 24時間、時間が経過しても存在し続ける特徴を持っている（左下図）。 

右下図はアムステルダム周辺のブラックスポット発生の傾向を時間帯別に見たもので、午前中、夕方

の混んでいる時間、すいている時間、夜間に分かれている。上段が平日で下段が週末の図となっている。 

 

 

 

ブラックスポットを距離で分類したのが左下図である。300m 前後の事故を集計したものである。距離

の設定を 200m 前後、900m 前後とするとまた違った傾向分布になる。右下図は朝と夕方のラッシュアワ

ー時の事故を距離分類した図である。朝と夕方とでは交通量の多い方向が異なるため事故の起こる場所

が変わる事が確認できる。狭い区間に事故が集中しているという分析と、900m 前後の分類は別な場所に

現れるので何か理由があるのではないかと考える事ができる。 

 

  

図 2-100：事故が集中する箇所（ブラックスポット）① 

図 2-101：事故が集中する箇所（ブラックスポット）② 
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右図はリアルタイムでの車両の流れや事故

発生状況を Web サイトである。このサイトは

http://54.229.183.193/realtimeflow/ に ア

クセスすると誰でも閲覧する事ができる。 

右の画面には実際の交通状況が表示され、左

の画面には過去 2 年間のデータに基づく予測

が表示される。 

地図上に表示された吹き出しのアイコンは事

故発生状況を表しており、アイコンをクリッ

クすると、属性情報を見る事ができる。 

 

 

 

 

右図では近い将来の事故発生予測を見る

事もでき、20分後、40 分後、60 分後の三段階

で表示できる。この Web サイトはオープンな

データベースとオープンなデータを使って構

築されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-102：リアルタイムでの車両の流れや事故発生状況 

図 2-103：事故発生予測 

http://54.229.183.193/realtimeflow/
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  スマートメンテナンス・資産健全性モニタリング 

 “バイタルアセット”について、インフラ維持管理の調査プログラムに取り組んでいる Gilbert 

Westdrop 氏よりプレゼンテーションがあった。バイタルとは「健康な」という意味と、オランダにとっ

て「重要な」という意味が含まれている。インフラ維持管理に関してはオランダでも日本と同様の課題

がある。 

＞熟練工の退職。 

＞維持管理コストの増大。予算に大きな山ができないよう予算を平準化。 

＞政府のエネルギー政策により化石燃料を減少させる。 

バイタルアセットに取り組む背景にある問題点は、段々技術的に劣ってきているため、機能が変わっ

てきているからであり、その問題点に対してスマートメンテナンスと呼ばれるプログラムを導入した。 

次の図は５つの重点的に取り組んでいるプログラムを示したものであり、戦略、請負側の戦略、働き

方の変革、知識と技術関連、人や組織にどのようにスマートメンテナンスを導入するかという取り組み

である。技術的な部分は少なく、社会的にイノベーションをどのように取り入れるかが主な課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の図は現在取り組んでいる８つのパイロットプロジェクトについて示したものである。８つのプロ

ジェクトとはセンサーを使ってデータを集めて、天候などの他のデータと結合し、ユーザインターフェ

ースを介して利用し、Condition based Maintenance(CBM：状態基準保全)を行い、それを学習するとい

ったステップである。※SCADA についてはセキュリティの課題があり使用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-104：バイタルアセットのための５つの重点的プロ

グラム 

図 2-105：バイタルアセットのための８つのパイロットプロジェ

クト 
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 請負業者も戦略的に働き方を変えており、若い人を引き付ける魅力を持った組織でならなければなら

ない。最終的には自身や所属する組織、環境、請負業者など皆に利点が無いといけないと考えている。 

 

具体的な取り組みを一歩ずつ進

めている段階であるが、実際進め

てみると課題が多い。例えば、橋・

ポンプ場などでは場所によって電

源コネクタの形が違っており全て

に対応したコネクタを作ったら複

雑な形になってしまった。このコ

ネクタを通じてデータを取る事が

できる。 

 

 

 

 

・右図は現在の取り組み状

況を示したものであり、現在

は少しずつ価値を生み出す

段階に進んでいる途中だと

のことだ。 

試行的に行っている取り

組みとして、エネルギーの消

費により機械の稼働状況を

モニタリングしている。 

 

 

 

 

 

右図はアイヤーマーデンと

いう場所にあるポンプ場で、

このポンプ場はアムステルダ

ムを浸水から守っている重要

施設である。このポンプ場か

ら取れる情報は増えてきてお

り、メンテナンス用のシステ

ムで何千もの情報を取得する

ので複雑なものになってい

る。データ取得の利便性を向

上させる事で安全面の向上、

待ち時間と故障時間の短縮が

図られ、コストと事務作業

を減らす事ができる。 

 

  

図 2-106：複雑な形になってしまったコネクタ 

図 2-107：バイタルアセットのための取り組み状況 

図 2-108：バイタルアセットのための取り組み状況 
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オランダの南部で行ってい

るプロジェクトでは堰の塗装

の腐食、ドアの開閉、オイルの

状態などをモニタリングして

いる。このプロジェクトには

多くの請負業者、関連業者と

一緒に行っているものであ

る。数年前にはドアが故障し

て水門に出入りできなくなっ

たが、今では 2 週間前に予測

できるようになった。ただし、

請負業者は、維持作業を行う

のに 6 週間に通知しないと罰

金を取られる契約にな

っており、2 週間前の通

知を許容するのであれ

ば契約の内容も変える

必要が出てきている。現

在は右図に示すような

アセットマネジメント

センターを EU のパート

ナーと共に作りたいと

考えているとのことだ

った。 

 

 

 

 

 

現在、アスファルトの予防保全に関するプロジェクトが進行中で、以下の Web サイトで見る事ができ

る。 

（ http://www.nweurope.eu/projects/project-search/begood/challenges/400-variables-are-

predicting-asphalt-maintenance/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-109：堰の塗装の腐食などをモニタリング 

図 2-110：アセットマネジメントセンター 

図 2-111：アスファルトの予防保全に関するプロジェクト 

http://www.nweurope.eu/projects/project-search/begood/challenges/400-variables-are-
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その他にオープンデータを使うプロジェクトがあり、RWS ではバイタルアセットに取り組んでいるが、

住宅部門や輸送部門においてもプロジェクトが実施されているとのことだった。データがオープンにな

ると市民や企業がそのデータを使うようになり透明性が必要になるがオープンイノベーションにて研

究を進めているとのことだった。 
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２．８ 所感と提言 

 

注目すべき点と日本の高速道路への示唆 

日本大学 理工学部交通システム工学科  

道路マネジメント研究室 

吉岡慶祐 

 
今回の調査における注目すべき点、および日本の高速道路への示唆について述べる。 

 
■ 光ファイバーによるセンシング技術の可能性 

光ファイバーを使って交通量や速度等の交通状態を観測する技術は、既存の車両感知器に代替する手

段として利用するにはまだまだ課題はありそうだが、将来的な可能性を秘めた技術であると感じられた。

とくに連続的に交通状態を観測できるという点が、この技術の一番のメリットである。連続的に観測す

るという点では、ETC2.0 やプローブデータも同様のことは可能だが、サンプル数の課題や民間プロー

ブデータに関しては道路管理者が使用するためには購入の必要がある。光ファイバーによる交通状態の

観測技術は、このような課題を解決する技術として期待できるのではないだろうか。 
一方でこの技術の重要な課題は、車両が通過するときに生じた振動から交通量や速度を推定するため、

設置条件や道路構造条件に応じて個別にキャリブレーションが必要となることであろう。今回の調査で

キャリブレーションの詳細な方法まではヒアリングできなかったが、橋梁・トンネルなどの構造物が多

い日本の高速道路では、細かなキャリブレーションが必要になることが想定される。日本でも独自に今

後研究を進めていくことが望まれる。 
 
■ A10 号線の面的なランプメータリング 

RWS の紹介の一つに A10 号線のランプメータリングがあった。A10 号線はアムステルダム市内を環

状に周回する片側 4 車線の環状道路で、外周の長さで言えば首都高の中央環状線程度の規模である。ラ

ンプメータリング自体は海外ではごく一般的な制御方法であるが、この A10 号線のランプメータリン

グの特徴は A10 号線の渋滞を抑制することを最優先事項とし、複数のランプとその周辺の信号現示が

連動して高速道路本線への流入量を面的に調整しているという点である。その具体的なアルゴリズムは、

デルフト大学の教授と共同で検討したようである。 
高速道路では渋滞が発生すると交通容量は 20%程度低下すると言われており、一般道路の影響は多少

目をつぶってでも高速道路本線の渋滞を少しでも軽減するという発想は、ネットワークの全体最適を図

るうえでは正しい判断であり合理的な運用の考え方である。広域的なネットワークとしてどのように交

通をマネジメントするかということは、異なる管理者間での連携や協調を必要とするためどうしてもハ

ードルが高いイメージが伴うが、これを実現している点は非常に興味深いものであった。 
 
■ 今後の高速道路への示唆 

国土交通省の基本政策部会でも述べられているように、今後の高速道路においては、維持管理や自動

運転への対応が大きなテーマになることは間違いない。その中で一つの重要なキーワードが「センシン

グ技術」である。 
光ファイバーによるセンシング技術は、連続的に交通状態を観測する手段として、その必要性の高い

区間（渋滞頻発区間など）において、既存の車両感知器を補完する目的で試行的に設置してみるのも良

いと思われる。また、交通観測に限らず施設の破損や異常事態の検知などマルチな目的に応用できる技

術であるが、その一方で実務的に活用するには的確なキャリブレーションと大量の情報を効率よく処理

する技術が重要であると考えられる。今後は、人工知能や機械学習といった情報処理技術を駆使するこ

とでこれらの課題を解決し、スマートメンテナンスに寄与する技術となることを期待したい。 
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自動運転に関していえば、車両側や通信に関する技術は近年飛躍的に向上し、レベル 4 やレベル 5 に

相当するような完全自動運転も技術的には近い将来可能となる。これに対して、道路側・施設側もこれ

に追随して進化し、今後生じるであろう新たな課題に対応していくことが求められる。例えば、完全自

動運転が実現すると渋滞の発生の仕方がこれまでと大きく変わることが想定される。つまり、すべての

車両が運転者の操作を必要としない完全自動運転状況下では、一定の速度で車間距離を保持した走行が

可能となるため、サグで発生していた渋滞は理論上起こりえないことになる。その代わりにボトルネッ

クとなる箇所は、（車線減少部を含めて）合流部でしかなくなる。このときに合流部をどう制御するか、

つまりランプメータリングのような制御の必要性が新たな課題として顕在化するものと思われる。そう

いった意味でも、交通状態をセンシングする技術は将来的にますます重要になってくるであろう。 
 最後に、これまでオランダを含めた諸外国の高速道路を走行したが、日本の高速道路は舗装状態が良

く、標識による案内や ITS による情報提供も豊富かつ親切で、さらに休憩施設も充実しており、世界一

走りやすい高速道路だと感じる。一方で交通工学的な観点から言えば、ランプメータリングや動的な車

線運用など運用面で解決できる事項も多く残されているように思う。加えて今回の調査で再認識したこ

とは、日本もオランダも道路行政の仕組みや管理体系に違いはあるものの、維持管理や自動運転など今

後直面するであろう課題に大きな相違はなく、同じような問題認識を持っていることである。センシン

グの技術にしても運用方法の工夫にしても、海外の良い事例を参考にしつつ、日本でも研究を進め独自

に進化を遂げた技術となって取り入れていきたいものである。 
 

2019(令和元)年 10 月 
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第３章 米国高速道路ＡＩ技術活用動向調査 

３．１ 調査概要 

ネバダ州ラスベガスでは、ネバダ州交通局とシリコンバレーの AI 主導型モビリティソリ

ューションの Waycare 社が、ラスベガスの交通安全対策として、車両、道路カメラ、ナビ

アプリ等からのデータに基づく、AI による予測分析を行い、事故の可能性のアラートを出

す実験を行っている。本試験は、I15 号 Charleston Boulevard と Russell Road 間で実施さ

れている。この結果、交通事故の削減が達成された。また、事故を 12 分早く検知しドライ

バーに通知が可能であり、事故箇所手前での迅速なドライバーの速度低下が確認された。 
ペンシルバニア大学では、これまで人間が行ってきたダムの放水路の変状画像判定を小

型のドローンによる短時間(一分以内)撮影データから得られたデータを分析し、クラック、

錆、断面欠損等の様々な形態の変状を区分、変状判定図を作成することを行っている。この

調査は、現実の土木構造物の調査にドローン画像を使用し、かつ自然光の無い状態での変状

判定に挑戦した珍しい例である。 
PennDOT の Louis RUZZI 氏からの紹介で、現在 AI の利用を研究している FHWA(連邦交

通局)の研究機関を訪問する。Ms. Azari は、非破壊試験の担当であり、UAV 等を用いたイン

フラ点検等を主導している。PennDOT の Louis RUZZI 氏より、橋梁、トンネルについて、

ドローンを用いた点検の試みを紹介して頂いた。また、現地のトンネル（Ft Pitt Tunnels）
の現地見学を行った。 

次ページ以降に、調査参加者および調査行程等を示す。 
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表 3.1.1 調査参加者 
 

氏 名 所属・役職 

1 
長谷山 美紀 

Miki HASEYAMA 

北海道大学大学院 情報科学研究科 

メディアダイナミクス研究室 

教授 

2 
鈴木 弘武 

Hiromu SUZUKI 

東日本高速道路㈱ 

管理事業本部 SMH 推進チーム 

 

3 
岩崎 信治 

Shinji IWASAKI 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

取締役 

技術本部長 

4 
紺野 義仁 

Yoshisato KONNO 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

企画本部 企画部 

上席専門役 

5 
中野 明 

Akira NAKANO 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

土木事業本部 土木調査設計部 道路技術課 

担当課長 

6 
兼﨑 弘憲 

Hironori KANEZAKI 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

技術開発推進部 SMH 技術推進課 

課長代理 

7 
古澤 貴治 

Takaharu FURUSAWA 

公益財団法人高速道路調査会 

研究第二部 

副主幹 
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表 3.1.2 調査概要 

訪問先 
機関 

1) Nevada Department of Transportation, Traffic Management Center＠Las Vegas 
2) University of Pennsylvania http://www.upenn.edu/researchservices/ 
3) Turner-Fairbank Highway Research Center (FHWA) 
4) Pennsylvania Department of Transportation  

訪問先 
住所 

1) 4615 W Sunset Rd Las Vegas NV 89118 (会議室：FAST War Room 255) 
2) 3401 Grays Ferry Avenue, Philadelphia 
3) 6300 Georgetown Pike, McLean, VA 22101 
4) Room 210, District 11-0 Office, 45 Thoms Run Rd, Bridgeville Pa 15017, Pittsburg 

訪問先 
窓口 

1) Mr. Juan C Hernandez, PE, PTOE, Principal Traffic Operations Engineer, Traffic Operations – 
ITS Programs and Operations, (E) jhernandez@dot.nv.gov 

2) Mr. Jim Keller, Project manager in the GRASP laboratory, (E) jfkeller@seas.upenn.edu  
研究者は、Dr. T. Nguyen など 

3) Ms. Hoda Azari, Nondestructive Evaluation Program and Laboratory 
(E) Managerhoda.azari@dot.gov 

4) Mr. Louis RUZZI, District Bridge Engineer, (E) LRUZZI@pa.gov 

調査 
概要 

1. AI を用いた交通安全対策 
ネバダ州ラスベガスでは、ネバダ州交通局とシリコンバレーの AI 主導型モビリティソリュー

ションの Waycare 社が、ラスベガスの交通安全対策として、車両、道路カメラ、ナビアプリ等か
らのデータに基づく、AI による予測分析を行い、事故の可能性のアラートを出す実験を行ってい
る。 
2. ダムの導水路の点検にドローン及び変状画像判定に AI を用いた事例 

ペンシルバニア大学では、これまで人間が行ってきたダムの放水路の変状画像判定を小型のド
ローンによる短時間(一分以内)撮影データから得られたデータを分析し、クラック、錆、断面欠
損等の様々な形態の変状を区分、変状判定図を作成することを行っている。 
3. Turner-Fairbank Highway Research Center の訪問 

PennDOT の Louis RUZZI 氏からの紹介で、現在 AI の利用を研究している FHWA(連邦交通局)
の研究機関を訪問する。Ms. Azari は、非破壊試験の担当であり、UAV 等を用いたインフラ点検
等を主導している。 
4. Pennsylvania DOT の訪問 

PennDOT の Louis RUZZI 氏より、橋梁、トンネルについて、ドローンを用いた点検の試みを
紹介してくことになっている。また、トンネル（Ft Pitt Tunnels）の現地見学を行う予定である。  

地図 

 

2. University of Pennsylvania 
@ Philadelphia 

3. Turner-Fairbank Highway Research Center 
@ McLean, Virginia 

1. Nevada DOT  
@ Las Vegas 

4. Pennsylvania DOT 
@ Pittsburg 

http://www.upenn.edu/researchservices/
mailto:jhernandez@dot.nv.gov
mailto:jfkeller@seas.upenn.edu
mailto:Managerhoda.azari@dot.gov
mailto:LRUZZI@pa.gov
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（１）旅行期間： 2019 年 9 月 25 日(水)出国、10 月 5 日(土)帰国 
（２）滞在都市： ラスベガス、ニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントン DC、ピッツ

バーグ 
表 3.1.3 調査行程 

日付 時間 行程 宿泊地 

9/25 
(水)  

  移動 
- 日本発 
- ネバダ州ラスベガス着 

ラスベガス 

9/26 
(木)  

 
9:00-12:00 

  ミーティング＠ネバダ州交通局 
- AI 技術を用いた交通安全対策(I-15) 
- 日本側プレゼンテーション 

ラスベガス 12:00-13:00   昼食 

13:00-17:00   現地視察＠ネバダ州交通局 
- 交通管制センターの視察等 

9/27 
(金)    移動（飛行機） 

- ラスベガスからニューヨークへ ニューヨーク 

9/28 
(土) 9:00-12:00 

  橋梁視察 
- ブルックリン橋、ヴェラザノ=ナローズ

橋 
ニューヨーク 

9/29 
(日)    移動（車：約 170km） 

- ニューヨークからフィラデルフィアへ フィラデルフィア 

9/30 
(月) 

9:00-12:00   ミーティング＠ペンシルバニア大学 
- ダムの導水路の AI 技術を用いた点検 

フィラデルフィア 12:00-13:00   昼食 
13:00-17:00   フィラデルフィア近郊視察等（自主） 

10/1 
(火) 

8:00-12:00   移動（車：233 ㎞） 
- フィラデルフィアからマックレーンへ 

ワシントン DC 12:00-13:00   昼食 

13:00-16:30 
  ミーティング＠Turner-Fairbank  

Highway Research Center (FHWA) 
- AI 技術に関する意見交換 

10/2 
(水) 8:00-15:00   移動（車：395 ㎞） 

- ワシントン DC からピッツバーグへ ピッツバーグ 

10/3 
(木) 

9:00-12:00 
  ミーティング＠ペンシルバニア交通局 

- トンネル・橋梁の点検技術に関して 
- 日本側プレゼンテーション 

ピッツバーグ 12:00-13:00   昼食 
13:00-16:30   現場視察＠ペンシルバニア交通局 

- ドローンを用いた点検のデモ 
10/4 
(金)    移動（航空機） 

- ピッツバーグ発 ― 
10/5 
(土) 8:40 - 日本着 ― 
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9 月 27 日（金） 
  ラスベガス ⇒ ニューヨーク（航空機：約 5 時間） 

 
 
 
9 月 29 日（日） 
  ニューヨーク ⇒ フィラデルフィア（車：約 170 ㎞） 
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10 月 1 日（火） 
  フィラデルフィア ⇒ マックレーン（車：233 ㎞） 

 
10 月 2 日（水） 
  ワシントン DC ⇒ ピッツバーグ（車：395 ㎞） 
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３．２ 調査対象地域及び概要 

 
ネバダ州の概要 
 
概要 

ネバダは、 米国西部の州である。北西はオレゴ

ン 、北東はアイダホ 、西はカリフォルニア 、南

東はアリゾナ、東はユタに接している。ネバダ州

の人々のほぼ 4 分の 3 が、ラスベガスとパラダイ

スなど、州内の 4 つの大都市の 3 つが含まれるク

ラーク郡に住んでいる。ネバダ州の首都はカーソ

ンシティ。ネバダ州は、南北戦争中に州になった

ため、「バトルボルン州」とも呼ばれた。大部分が

砂漠で半乾燥しており、その大部分はグレートベ

ースン内にある。グレートベースンの南はモハベ

砂漠にあり、タホ湖とシエラネバダは西端にあ

る。州の土地の約 86％は、米国連邦政府のさま

ざまな管轄区域（民間および軍の両方）によって管理されている。ネバダ州は、かつてパイ

ユート 族 、ショショーニ族 、およびワショー族のアメリカインディアンが住んでいた。

この地域を最初に探索したのはスペイン人であった。彼らは、冬に山を覆った雪のために、

ネバダ州（雪）と呼んだ。 
ネバダ州は 1940 年、人口は 110,000 人をわずかに超えており、当時、人口が最も少なか

った。しかし、合法化されたギャンブルにより、20 世紀にネバダ州を主要な観光地に変え

た。観光産業は引き続きネバダ州の最大の産業であり、鉱業も経済的に重要なものとして継

続している。 
 
地理 

ネバダ州は、南北の多くの山脈に分割されてい

る。ラスベガス地域が位置する州の南 3 分の 1 は、

モハベ砂漠内にある。この地域の冬は雨が少ない。

標高が低く、暑い夏と寒い冬を作り出す条件とな

っている。 
 

 

出典： http:// pixabay.com/ja/images/search/ネバダ州

/?pagi=2 

 
出典： http:// ネバダ州+地理

&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwil8P

Cy1P3nAhXEFogKHdyLCSwQsAR6BAgHEAE&biw=

1600&bih=757 
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気候 
ネバダ州は米国で最も乾燥した州。ほと

んどが砂漠と半乾燥気候の地域で構成され

ている。州の大部分の夏の平均日中温度範

囲は 40°F（22°C）に程度である。 ネバダ

州北部の冬は長く、寒い。州南部の冬は短

期間で穏やかな傾向がある。ネバダ州のほ

とんどの地域では、年間を通してほとんど

降水量がほとんどない。  
 
歴史 

ネバダはスペイン帝国の一部として併

合された。  カリフォルニアが分裂した

1804 年にアルタカリフォルニア （ アッパーカリフォルニア ）州の一部になった。 1821
年のメキシコ独立戦争で勝利したアルタカリフォルニア州は、メキシコ領土になった。メキ

シコ・アメリカの戦争後のグアダルーペイダルゴ条約の結果、 米国領土になった。州のエ

リアは最初にユタ準州の一部として発展した。  
1861 年 3 月 2 日に、ネバダ準州はユタ準州から分離し、現在の名前を採用した。名前の由

来は、 シエラネバダ （「雪に覆われた山脈」のスペイン語）からの短縮。 
 
人口 

米国国勢調査局によると 、2018 年 7 月 1 日のネバダ州の人口は 3,034,392 人で、2017
年の米国国勢調査の推定値から 61,987 人（2.1％）増加し、 2010 年の米国国勢調査から

333,841 人（12.4％）増加している。ネバダ州は、2017 年から 2018 年までの人口増加率が

1 番高かった。 2010 年の国勢調査では、州人口の 6.9％が 5 歳未満、24.6％が 18 歳未満、

12.0％が 65 歳以上と報告された。女性は人口の約 49.5％を占めている。 
2010 年の国勢調査以来、ネバダ州の人口は自然増が 87,581 人である。 146,626 人が移住

により増加し、104,032 人は国内、42,594 人は国際移住となっている。 
1990 年から 2000 年にかけて、米国の人口は 13％増であるが、ネバダ州の人口は 66％増加

している。 
 
経済 

ネバダ州の経済は、観光業（特に娯楽とギャンブル関連）、鉱業、および牧場から成り立

っている。産業生産物としては、観光、鉱業、機械、印刷および出版、食品加工、および電

気機器がある。 経済分析局によると、2018 年のネバダ州の総生産額は 1,700 億ドルであっ

たと推定している。 2018 年の州の 1 人当たりの個人所得は 43,820 ドルで、全国で 35 位

となっている。2012 年のネバダ州の国家債務は、75 億ドル、2014 年 12 月段階の失業率は

6.8％。ラスベガスとリノの大都市圏以外の州の一部では、鉱業が主要な経済的役割を果た

している。金は重要な鉱物となっている。 2004 年、28 億 4,000 万ドルに相当する 680 万

オンス（190,000,000 g）の金がネバダ州で採掘され、世界の金生産の 8.7％を州が占めた。 

出典： http:// a.climate-data.org/北アメリカ/アメリカ

合衆国/ネハタ州-

920/Cy1P3nAhXEFogKHdyLCSwQsAR6BAgHEAE&b

iw=1600&bih=757 
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銀は、2004 年に 6,300 万ドル相当の 10,300,000 オンス（290,000,000 g）が採掘された。

他の鉱物には、建設骨材、銅、石膏、珪藻土、リチウムが含まれている。 鉱床が豊富にあ

る。 
 
政府 

ネバダ州憲法の下で、 ネバダ州政府の権限は 3 つの別々の部門に分割されている。ネバ

ダ州知事とその内閣からなる執行部、議会と上院を含むネバダ州 議会からなる立法府、ネ

バダ州最高裁判所と下級裁判所からなる司法裁判所である。ネバダ州議会は、議会と上院に

分かれた二院制の機関となっている 
 
交通機関 

アムトラックのカリフォルニアゼファー列車は、ユニオンパシフィックの大陸横断鉄道

を使用して、シカゴからカリフォルニア州エメリービルまで毎日運行している。 ラスベガ

スでは、アムトラックのデザートウィンドが 1997 年に廃止されて以来、旅客列車サービス

がない。 アムトラックスルーウェイモーターコーチは、ラスベガスからカリフォルニア州

ロサンゼルスのニードルズ、カリフォルニア州 ベーカーズフィールドの列車への接続サー

ビスを提供している。 ユニオンパシフィック鉄道は、ネバダ州の北部と南部にある。 グレ

イハウンドラインは、州へのバスサービスを提供している。 
州間高速道路 15 号は州の南端を通り、ラスベガスやその他のコミュニティにサービスを提

供している。 I-215 と支線ルート I-515 は、ラスベガス大都市圏にも対応している。州間高

速道路 80 号線は、ネバダ州の北部を横断し、東部のユタ州からフンボルト川と、リノを経

てカリフォルニア州に至る西部のトラッキー川の経路を通る。これには、I-580 のスパール

ートがあります。ネバダ州には、 US 6 、 US 50 、 US 93 、 US 95 、 US 395 等の高

速道路がある。189 のネバダ州のルートもある。ネバダ州の郡の多くには郡ルートのシステ

ムもある。 ネバダ州は、2 つの主要な人口中心を結ぶ州間高速道路が連続していない州と

なっている。ラスベガスとリノ地域間の道路接続は、州間高速道路と米国高速道路の組み合

わせとなっている。 
3 台のトレーラーを備えたセミトレーラートラックの走行を許可している。  
RTC Transit は、ラスベガス大都市圏の公共交通システムである。 エージェンシーは州最

大のトランジットエージェンシーであり、 ラスベガスバレー全体でバスサービスのネット

ワークを運営していう。 RTC RIDE は、Reno-Sparks メトロポリタンエリア全体でローカ

ルトランジットバスサービスのシステムを運用している。州内の他のほとんどの郡には、公

共交通機関がない。 
モノレールシステムにより、ラスベガス周辺の公共交通機関を利用できる。ラスベガスモノ

レールラインは、パラダイスロードの近くを走るラスベガスストリップの東側にあるカジ

ノ施設とラスベガスコンベンションセンターにサービスを提供している。また、ホテルによ

っては、独自のモノレールラインを走らせている。 
ラスベガスのマッカラン国際空港は、ネバダ州で最も混雑している空港である。 リノタホ

国際空港 （旧リノキャノン国際空港）は、州内の他の主要空港である。 
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ペンシルベニア州の概要 
 
概要 

ペンシルベニア州の総人口は約 1,281 万

人。1970 年代から人口はほぼ横ばい状態が

続いており、面積は全米 33 番目の大きさで

ありながら、人口は 6 番目に多い州となっ

ている。州民は 80 パーセントが白人、10
パーセントは黒人、その他にヒスパニック

やアジア系で構成されている。ペンシルベ

ニア州の州都はハリスバーグであり、広く

知られているのは州の最大都市であり北米

有数の世界都市でもあるフィラデルフィ

ア。アメリカで 5 番目に大きな市であるフ

ィラデルフィアにはペンシルベニア大学や

ドレクセル大学など名門校が多くあり、学術都市としても有名。ペンシルベニア州はアメリ

カ合衆国が建国される前身の「13 植民地」時代の中心地であった。なかでもフィラデルフ

ィアは 1790 年から 1800 年まではアメリカの暫定首都として機能していた。独立について

話合われた「大陸会議」が初めて開催されたのもペンシルベニアであった。1751 年にはア

メリカ初となる病院が設立、1780 年にはアメリカで初めて奴隷制度を正式に廃止、1781 年

にはアメリカ初となる銀行が創業した。その他にも同州は溶鉱炉操業や油田操業などをア

メリカで最初に始め、政治だけでなく経済においても多くの「全米初」を実現した。このよ

うなことから州のニックネームである「Keystone State(礎石の州)」と呼ばれるようになっ

た。ペンシルベニア州の最大の特徴のひとつが「アメリカ独立の中心地」である。アメリカ

独立期には、後にアメリカ建国の父と呼ばれる政治家たちがフィラデルフィアに集い、アメ

リカ独立に向けて大陸会議を行い、独立宣言の起草がなされた。その際に使用されていた当

時の州議事堂(現在の独立記念館)は現存しており、1979 年に世界文化遺産に認定された。

1776年7月4日には州議事堂において独立宣言がされアメリカ合衆国が誕生した。さらに、

1787 年には同じ場所でアメリカ合衆国憲法が制定された。1790 年からの 10 年間はアメリ

カ合衆国議会議事堂としても使われ、1 階と 2 階が使用されたことから現在の「上院」と

「下院」という言葉が誕生した。 
このようにペンシルベニア州はアメリカ合衆国が独立をした中心地でもあり、政治や経済

が発展する際の原点だった場所と言える。なかでもフィラデルフィアはアメリカ史のなか

でも重要な役割を果たした都市であった。 
 
 
 
 
 
 

出典： http:// pixabay.com/ja/images/search/ペンシル

バニア州/ 
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地理 
ペンシルバニア州は、南北に 274 km、東

西に 2455 km。合計 119,282 km 2 のうち、

116,075 km 2 が陸地、1,269 km 2 が内陸水

域、1,940 km 2 がエリー湖である。米国で

33 番目に大きい州。ペンシルベニア州には、

エリー湖沿いの海岸線が 82 km、デラウェア

河口沿いの海岸線が 92 km。都市には、南東

部のフィラデルフィア、レディング、レバノ

ンとランカスター、南西部のピッツバーグ、

中央東部のアレンタウン、ベツレヘム、イー

ストンの三都市（ リーハイバレーとして知

られている ）が含まれる。 北東には、スク

ラントン、ウィルクス-バール、ピッツストン、ヘーズルトンがある。ペンシルバニア州州

には、アレゲニー高原、リッジアンドバレー、大西洋沿岸平野、ピエモンテ、エリー平野の

5 つの地域がある。 
 
気候 

ペンシルべニア州の多様な地形もさまざ

まな気候を生み出すが、州全体では寒い冬と

湿度の高い夏がある。 2 つの主要なゾーン

にまたがり、南東隅を除く州の大部分は、 湿
気の多い大陸性気候である。 州の南部は湿

潤な亜熱帯気候。最大の都市であるフィラデ

ルフィアは、南のデラウェア州とメリーラン

ド州の大部分を覆う湿潤な亜熱帯気候。夏は

一般に高温多湿である。州の山間部に向か

って移動すると、冬の気候は寒くなり、曇り

の日が増え、降雪量が多くなる。州の西部地

域、特にエリー湖に近い場所では、毎年 250 
cm を超える降雪があり、州全体では年間を

通して大量の降雨がある。州は、春から夏、

秋にかけて厳しい気候にさらされる場合がある。竜巻は州内で毎年発生している。 
 
歴史 

ペンシルベニア州は、1787 年にアメリカ合衆国 2 番目の州になった。アメリカ独立宣言

をした場所こそ同州のフィラデルフィアであるが、州として認められた順番は合衆国憲法

に批准した順番で決められたためデラウェア州に次いで 2 番目の扱いになった。デラウェ

ア州はアメリカで最初の州として知られているが、ペンシルベニア州よりも 5 日早く憲法

に批准している。(1787 年 12 月 7 日)ペンシルベニアの地はヨーロッパ系の白人が入植して

 

出典： http:// ペンシルバニア州+地理

&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiu

6OWc1v3nAhWRBogKHWmzCDgQsAR6BAgKEA

E&biw=1600&bih=757 

 

出典： http:// ペンシルバニア州+気候%E3%80%80 画像

&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiYmcaD

1_3nAhVVBogKHZKGC30QsAR6BAgKEAE&biw=1600&

bih=757OWc1v3nAhWRBogKHWmzCDgQsAR6BAgKEA

E&biw=1600&bih=757 
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くる以前まではデラウェア族やイロコイ族などのインディアンが生活していた。1497 年に

イタリア系イギリス人のジョン・カボットが北アメリカ大陸を発見し、1600 年以降はオラ

ンダやスウェーデンから入植者がやってきて交易を始めた。この時に作られた植民地が「ニ

ューネーデルラント」や「ニュースウェーデン」。交易が順調だったオランダはペンシルベ

ニアの領有権を主張し続けたが、1681 年にはそもそも領有権を所有していた(先に発見し

た)イギリスの領土として決着した。ペンシルベニア設立の中心人物となったのが「ウィリ

アム・ペン」。イギリスの貴族だったウィリアム・ペンは、父親が当時のイギリス王だった

チャールズ 2 世に 16,000 ポンドを貸していた立場ということもあり、王からペンシルベニ

ア周辺一帯の土地の全権を許された。 
ウィリアム・ペンはこの周辺をラテン語で森を意味する「シルベニア」と自身の名前から「ペ

ン」をとってペンシルベニアと名付けた。また、この土地では信仰の自由を保障したことか

らドイツ、アイルランドなど多くの移民が集まるようになった。さらに郡政府委員会も採用

し、当時としては民主主義の先駆けとなるような政府を築いた。1682 年、理想とする国を

作ろうと尽力していたウィリアム・ペンはインディアンとも友好的な関係を結んだ。この土

地の先住民族であるインディアンに対しては土地と引き換えに 1,200 ポンドを支払い、白

人とインディアンで争いが生じた際には双方が同じ数だけ代表者をたてて公平に審理を行

うことなど平等な扱いに努めた。 
ウィリアム・ペンがインディアンとの間で取り決めたことは「大協定」と呼ばれ、アメリカ

史における白人とインディアンの契約のなかで唯一破られなかったものとして知られてい

る。しかし、時代が進むにつれ大協定は形骸化し、新たに結ばれた協定はインディアンの無

知につけ込んだ不平等なものばかりとなり、インディアンを追いつめていった。 
ウィリアム・ペンがこの世を去ってからもフィラデルフィアはアメリカの中心だった。18

世紀後半には独立期を迎え、独立に向けた大陸会議や合衆国憲法の起草が同地で行われた。

独立宣言後の1777年、独立戦争の際にフィラデルフィアはイギリス軍に支配されていたが、

フランスがアメリカに加勢したことでイギリス軍は撤退した。これによりアメリカは政治

の中枢を手放さずに済んだ。 
 
人口 

2012 年 7 月 1 日時点で、ペンシルベニア州人口は 12,763,536 人と推計されている。 
2006 年時点での推計では、人口 12,440,621 人、前年から 35,273 人の増加、2000 年国勢調

査からは 159,567 人の増加だった。国内他州への移住で 27,718 人が減少し、国外からの移

民で 127,007 人が増加し、純増は 98,289 人。 
 
経済 

2018 年時点、ペンシルベニア州の失業率は 4.8 パーセントで、アメリカの平均値よりも

わずかに高い数値。1800 年代から工業化が進められた同州では鉄鋼業などが栄えた。1859
年にはペンシルベニア州西部で石油産業が始まり、アメリカ国内の石油消費の半分を担う

ほどであった。現在では金融業やサービス業が主流であるが、ニューヨーク州との境で天然

ガスが産出されているためエネルギー産業の成長が見込まれている。 
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政治 
ペンシルベニア州では 2012 年の大統領選では民主党、2016 年には共和党を支持してい

る。1988 年を最後にずっと民主党が勝利したが、2016 年には 24 年振りに共和党のトラン

プ氏が勝利した。州内の政治色は東西で分かれているとされ、東にある自由のフィラデルフ

ィアに対し、西には歴史的に保守派のピッツバーグがある。しかし、政党支持率は毎回変わ

るため「ペンシルベニア州のなかにアラバマ州がある」と揶揄されている。 
 
交通機関 

ペンシルベニア州運輸省 （PennDOT と略される）は、州内の 195,970 km の道路のう

ち 64,150 km を所有しており、米国で 5 番目に大きい州高速道路システムとなっている。

ペンシルバニアターンパイクシステムの延長は 861 km で、幹線部分はオハイオからフィ

ラデルフィアおよびニュージャージーまで伸びている。ペンシルベニア州ターンパイク委

員会が監督している。もう 1 つの主要な東西ルートは州間高速道路 80 号。州間高速道路 80
号は、主にオハイオ州からニュージャージー州の北層でデラウェアウォーターギャップに

ある。 州間高速道路 90 号は、州の北西端にあるエリー郡を通り、オハイオ州とニューヨー

クの間の比較的短い距離を移動している。 
主要な南北高速道路は、エリーの終点からピッツバーグを経てウェストバージニアまで

の州 間高速道路 79 号 、ニューヨークからスクラントン、ラッカワナ郡 、ハリスバーグ

を経てメリーランド州と州間高速道路 476 号までの州間高速道路 79 号線。デラウェア州チ

ェスターにあり、212 km をラッカワナ郡クラークスサミットに移動し、I-81 に合流する。 
I-476 の 32 km を除くすべてがペンシルバニアターンパイクの北東延長であり、ペンシル

バニアターンパイクのメインラインの南のハイウェイは正式に「退役軍人記念ハイウェイ」

と呼ばれている。 
南東ペンシルベニア州交通局 （SEPTA）は、米国で 6 番目に大きい交通機関であり、フィ

ラデルフィア大都市圏で通勤 、大型および軽便鉄道 、および交通バスサービスを運営して

いる。アレゲニー郡の港湾局は、25 番目に大きい交通機関であり、ピッツバーグとその周

辺の交通バスとライトレールサービスを提供している。 
都市間旅客鉄道輸送はアムトラックによって提供され、交通の大半はニューヨーク市に

北に向かう前に、ハリスバーグとフィラデルフィアの 30 番街駅の間の高速キーストーン回

廊のキーストーンサービスで発生する。東北回廊を上下に高速化するサービス。ペンシルベ

ニアの人々はニューヨーク市からハリスバーグまで同じルートをたどるが、ピッツバーグ

まで延びている。キャピトルリミテッドは、シカゴからワシントン DC に向かう途中でピッ

ツバーグとコネルズビルを通過する。シカゴとニューヨーク市の間を移動するレイクショ

アリミテッドは、エリーを各方向に 1 回通過する。ペンシルベニア州では、67 の短距離貨

物鉄道が運行しており、米国の州で最も多い。2018 年、 OurBus はペンシルベニア州ウェ

ストチェスター–ペンシルバニア州マルバーン–ペンシルバニア州キングオブプロシア–ペ
ンシルバニア州フォートワシントン–ニューヨーク、ニューヨークからサービスの提供を開

始した。 
都市間バスサービスは、ペンシルベニア州の都市と北東部のその他の主要ポイント間で、 
ボルトバス 、フルリントントレイルウェイズ 、グレイハウンドライン、マーツトレイルウ
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ェイズ、メガバス、OurBus、トランスブリッジライン、およびさまざまなチャイナタウン

バス会社によって提供されている。 
ペンシルベニア州には、フィラデルフィア国際空港、ピッツバーグ国際空港、リーハイバレ

ー国際 空港、ハリスバーグ国際 空港、エリー国際空港 、ユニバーシティパーク空港 、ウ

ィルクス-バール/スクラントン国際空港の 7 つの主要空港がある。州内には合計 134 の公共

空港がある。ピッツバーグ港は、米国で 2 番目に大きい内陸港であり、全体で 18 番目に大

きい港である。フィラデルフィア港は、米国で 24 番目に大きい港です。ペンシルバニア州

の五大湖の唯一の港はエリーにある。 
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米国の道路システム 
 
道路の機能的分類 

道路が提供するサービ

スの性質によって道路を機

能的に分類すると、主要幹

線 道 路 （ Principal 
arterains）、補助幹線道路（Minor arteails）、
主要集散道路（Major collectors）、補助集散道

路（Minor collectors）及び域内道路（Local 
roads and streets）の 5 種類に分類さえる。 

2002 年時点で、米国の道路総延長は 395 万

1,098 マイルである。連邦法 1 は、それぞれの

州政府に機能別の道路分類を行う責任を負わ

せている。州政府は、連邦道路局の「道路の機

能別分類」というガイドライ

ンに基づいて、州内の道路を

機能別に分類し、地図を添え

て連邦道路局に提出する義務

を負っている。主要幹線道路

には、州際道路が含まれてい

る。 
機能別に分類された道路の

うち、総延長が最も長いのは

域内道路で全体の 68.8% (272
万 1,291 マイル)、続いて集散

道路の 20.1% (79 万 5,213 マ

イル)、最も短いのは幹線道路

の 11.1% (43 万 6,607 マイル)
である。しかし、利用マイル数では、幹線道路が 72.2%、集散道路が 14.6%、域内道路が

13.2%となっており、全体の約 1 割でしかない幹線道路に 7 割の交通が集中している。さら

に、主要幹線道路に含まれている州際道路は、総延長では全体のわずか 1.2%に過ぎないが、

利用マイル数では全体の 24.2%と四分の一近くを占めており、州際道路が他の道路に比べ

て遥かに利用度が高い。 
全州の道路を機能別分類させる目的の一つは、連邦補助金の対象とするかどうかを判断

することである。連邦政府が補助金を拠出して全国道路網を整備することが決められたの

は、1956 年アイゼンハワー大統領が署名した連邦補助道路法である。現在、連邦補助金の

対象となっている道路は、国立公園など連邦政府所有地の道路と、全国ハイウェイシステム

(National Highway System; NHS)、州際道路(Dwight D. EisenhowerNational System of 
Interstate and Defense Highways)である。 

主要道路網 

米国道路機能別分類 

道路延長の推移（単位 マイル） 
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道路の行政的分類 
 

アメリカにおけ

る道路行政は、連

邦、州および地方団

体の分担により推

進されているが、連

邦の直轄事業とし

て一部特殊な道路

が整備される以外

は、補助制度を活用

して道路行政を推

進していくことで

ある。道路整備にお

ける連邦政府と州

政府、地方団体との

関係は前者が全国

共通の基準・仕様の

作成適用に関する

ことと連邦補助金

の交付に関するこ

とに責任を持ち、後

者が設計・建設・管

理に責任を持つこ

とになっている。 
道路は前述の機能別分類以外に、連邦補助金の対象となるかどうかで分類される。補助金

の対象となる道路は、連邦補助道路(Federal-aid Highway)と呼ばれ、この道路網は連邦補

助道路システム(Federal-aid Highway System )と呼ばれている。連邦補助道路システムに

含まれているのは、全国ハイウェイシステム、州際道路である。また、地方政府管轄の補助

集散道路と域内道路、その他連邦政府所有の森林道路、公園道路等以外の道路が含まれる。 
 
全国ハイウェイシステム 
 

全国ハイウェイシステム(National Highway System : NHS)の総延長は 160,000 マイル

で、米国道路総延長のわずか 4 %に過ぎない。しかし、利用マイルでは全体の 40%以上を

占めており、大型トラック交通に限れば、全体の 75%を占める主要な交通網である。全国

ハ イ ウ ェ イ シ ス テ ム の 設 立 は 、 1991 年 陸 上 交 通 効 率 化 法 (Intermodal 
SurfaceTransportation Efficiency Act of 1991:ISTEA)によって定められ、連邦議会は 1995 
年全国ハイウェイシステム指定法(The National Highway System Designation Act of 
1995)によって、何が NHS に含まれるか指定した。含まれるべき道路の指定作業は、連邦

道路構成 
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道路局、各州の交通局、地方政府の都市計画課等との共同作業で行われた。 
 

一般に「ハイウェイ」は高速道路と訳されるが、連邦法は「ハイウェイ」を以下のように

定義しており、全ての道路が含まれている。 
ａ）道路、道、パークウェイ 
ｂ）道路敷(right-of-way).橋梁、踏み切り、トンネル、排水溝、標識、ガードレイル、そ

の他の道路に関する保護施設 
ｃ）国境の州際道路、橋梁やトンネルの一部 

 
州際道路システムが既に存在するにも関わらず、新たに全国ハイウェイシステムを特定

したのは、州際道路の建設と整備が 1956 年に開始されて以来、人口が増加し経済活動も活

発化したこと、有事の道路網確保の必要性などによる。このため、従来四つに分類されてい

た補助道路体系を全国幹線道路網(NHS)とその他道路の二種類に分類し、新たな高規格幹線

道路網建設のために連邦補助金を集中的に投資することとされた。 
 
州際道路 
 

州際道路の正式名称は、全国道路網を整備することを定めた、1956 年連邦補助道路

(Federal-Aid Highway Act of1956)に署名したアイゼンハワー大統領にちなみ、アイゼンハ

ワー州際国防全国道路システム(D wight D. Eisenhower National System ofInterstate and 
Defense Highways)である。国防という言葉の通り、システム整備の目的は冷戦時の軍事交

通網の確保・整備であったが、全国的な道路網作りは、その後の米国経済活動にも多大な恩

恵を与えることとなった。連邦補助道路法と同じ年に、1956 年道路歳入法(Highway 
Revenue Act of1956)が制定され、道路建設、維持、管理、修繕等の費用を賄う財源が確保

された。これは、ガソリン税を中心とする道路利用者税を財源とした道路信託基金

(Highway Trust Fund)で、連邦政府が州政府に配分している。連邦政府が州際道路にこれ

まで支出した費用は 1958 年から 1991 年までで 1 兆 3000 億ドルにも達する。 
そのため、米国の州際道路は基本的に利用者から料金を徴収していない。実際、州際道路

は全国ハイウェイシステムの根幹をなす高速道路で、米国の道路総延長マイルのわずか

1.2%にすぎないが、利用マイルでは 24.2%と四分の一を占めている。また、延長マイルで

は全国ハイウェイシステムの 29%、利用マイルでは 54%を占めている。米国の重要高速道

路網として、西海岸と東海岸、米国北部と南部間を結んでおり、都市部の州際道路は全体の

29%で、残り 71%は地方を通過している。米国を東西に横断する、ワシントン州シアトル市

とマサチューセッツ州ボストン市を結ぶ全長約 3,021 マイルの I-90、米国北東部を南北に

走る、メイン州ホウルトン市とフロリダ州マイアミ市を結ぶ全長約 1,920 マイルの I-95 な

どは代表的な道路である。 
1956 年連邦補助道路法は、州際道路について幾何学的に同一な建設基準を作ることを要

求した。これを受けて連邦道路局は、米運輸交通担当者協会(American Association of 
StateHighway and Transportation Officials : AASHTO)に「州際道路デザイン基準(A 
Policy on Design Standards - Interstate Highway)」を作らせた。また、州際道路に振られ
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ている番号は、連邦政府ではなく AASHTO のガイドラインに則っている。主要道路は一

桁又は二桁の番号が振られ、東西に走るルートは偶数、南北に走る道路は奇数番号が振られ

ている。例えば、西海岸のワシントン州シアトル市と東海岸マサチューセッツ州を結ぶ州際

道路には Interstate (州際)の I と数字を組み合わせた番号(例：I-95)が振られている。 
州際道路を示すサインは、連邦道路庁発行の「交通制御機器統ーマニュアル(Manual 
onUniform Traffic Control Devices ・ MUTCD)」によって規格が定められており、赤、

白、青の三色で、Interstate の文字とルート番号、それに州名を記入することとなっている。 
州際道路が大都市を通過する場合、都市を迂回するため、途中で二股に分かれたりなどする

ため、この部分のみ三桁の数字が降られている。一つの州の中で複数の都市を通過する州際

道路も多いため、混乱が無いよう、三桁の番号は順に大きな番号を振るシステムになってい

る。 
 
有料道路(トールロード) 
 

米国には、夕ーンパイク（1792 年ペンシルベニア州がランカスターとフィラデルフィア

を結ぶ約 100km の有料道路の建設と管理のための会社設立を認可したことにより始まっ

た）、卜ールロード、スルーウェイなどと呼ばれる有料道路が存在し、一部州際道路システ

ムに含まれている。州際道路は連邦補助金の対象となっているため、ていた。しかし、連邦

補助金無しに建設されるような道路は、交通上重要なルートであることが多く、実際、州際

道路システム整備が議論されている際、既にこれと重なるルートに建設されていた有料道

路は少なくなかった。例えば、ペンシルバニア州を東西に横切るペンシルバニアターンパイ

クは 1940 年に開設されている。そのため、新たに連邦補助金で並走する道路を建設するよ

りは、既存の有料道路をシステムに組み込む方が、経済的で、他の新規州際道路建設に資金

を当てることができるなど、メリットが多いと判断された。 
そして、1956 年連邦補助道路法によって連邦補助金の対象道路とされることとなった。

以上のような理由から、有料道路は一般に北東部の州に多く存在する。その後、ISTEA と

呼ばれる 1991 年陸上交通効率化法(Intermodal SurfaceTransportation Efficiency Act 
of1991)、その再授権法である 21 世紀交通公平法(Transportation Equity Act for 21st 
Century : TEA21)などにより、有料道路に対する連邦補助金の使われ方も若干変わってき

ている。これは、有料道路が交通安全や効率化に貢献する新たな面が分かってきたことも一

要因である。例えば、料金所で一旦停止せずとも料金が徴収できる ETC のような新技術が

採用され、これによって交通がスムーズになるという利点のみならず、交通量などのデータ

を収集できるというメリットがあることなどが分かってきた。 
 

有料道路に関して補助金対象となっているのは、以下の活動である。  
・ 有料道路、橋梁、トンネル等施設の建設 
・ 既存有料道路施設の再建、再舗装、修理、修復 
・ 州際道路以外の無料高速道路を再建して有料道路に転換 
・ 上記活動のフィージビリティ調査活動 
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これらの活動に連邦補助金を得るためには、州政府、有料道路管理主体は、有料道路から

の収入を債務返済、投資家への配当、運営・維持管理に優先的に使うという契約を連邦路庁

と結ぶ必要がある。現在、連邦道路庁と契約を結んでいる有料道路は 5 9 本で、約 2,900 マ

イル、州際道路システム全体の 6.2%にあたる。 
 
道路行政上の管理主体 
 

連邦政府の道路行政は交通省(交通、運輸、行政全般を統括している：Department of 
Transportation)の連邦道路庁(道路行政を担当：FederalHighway Administration 略称

FHWA)が実施しており、州の道路行政は、それぞれの州の交通局 (Department of 
Transportation)が実施している。米国では、連邦政府に与えられている権限、州政府に禁

じられている権限以外は、全ての権限を州政府に与えている。このように、州政府は連邦政

府の下部機関ではなく、対等の立場にあり道路行政にもその関係が反映されている。 
 
連邦道路庁 
 

連邦の道路行政を担当しており、州際道路、1 級、2 級および都市内道路等の連邦補助道

路に関する道路行政を担当している。 
連邦道路庁は交通省傘下機関の一つで、米国の道路行政全般に対する責任を負っている。

しかし、連邦政府が直接維持管理活動を実施しているのは、前述の国立公園道路など一部で

ある。米国の道路の 97%は、州地方政府が所有しており、直接道路の管理を行っている主

体は州政府の交通局で、連邦道路庁は連邦補助金を通して間接的に道路行政に関わってい

る。道路庁の本部は首都ワシントン DC に置かれており、各州に連邦補助地方オフィスを、

全国に 4 ヶ所のリソース.センターを設置して各州との連携を図っている。リソースセンタ

ーは、地方事務所と通じて様々な分野で広範囲に渡るガイダンスや専門的支援を提供でき

るようにする。また、FHWA が行う教育、研修においても重要な役割を果たす。 
連邦道路庁の主要な使命の一つは連邦補助プログラムの実施である。1956 年連邦補助道路

法によって、補助対象道路の建設・維持修理に関わる経費は、連邦政府負担が 90%、州政府

負担が 10%と定められた。連邦政府負担分は、1956 年ハイウェイ歳入法によって設立され

た道路信託基金から拠出される。利用者負担の考え方に基づいて、信託基金の財源は道路利

用者から徴収する自動車燃料税、大型車両の重量税などの道路利用税である。連邦道路庁は、

一旦国庫に入ったこの資金を各州に交付する役割を負っている。交付の根拠は連邦議会に

可決される 6 年毎の時限法で、最近のものは 1998 年に成立した TEA-21（Transpotration 
Equity Act for the 21st）である。 
この時限法は、各州への配分率を決めるとともに、信託基金の対象となる事業を決めている。

例えば、各州への配分率は 1991 年の ISTEA で 90%に引き上げられ、1998 年の TEA-21 で

は 90.5%とされた。また、TEA-21 は道路及び公共交通プログラムに一定の資金を取り分け

ることとしている。 
連邦補助対象道路については、州政府は連邦政府が定める維持管理を実施する責任を負っ

ている。連邦道路庁は州政府に配分された補助金の使途を細かく指定していない。しかし、
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その使途が適正であるかどうか地方オフィスを通してチェックしている。 
連邦道路庁は補助金交付以外に、ITS(Intelligent Transportation System)など交通技術の

向上、交通安全強化のための交通関連の研究を行っており、その結果を州、地方政府と共有

している。 
 
各州交通局 
 

州及び地方政府が所有する道路は、全体の 97%で、そのうち地方政府所有道路は全体の

77%と最も多く、実質的な日々の道路管理主体は州及び地方政府である。州の自治権は憲法

で保証されているが、米国は広く地域によって状況や事情が異なっており、現地の状況を熟

知している州・地方政府が道路行政の主体と言うのは理にかなっている。しかし、州内の主

要幹線道路は全国ハイウェイシステムに含まれるなど、連邦補助金の対象となっているも

のが多い。2002 年時点で、州政府所有の連邦補助対象道路は 57.4%、地方政府所有が 41.3%
である。そのため、連邦法は各州の交通局に州全体にわたる交通計画の作成と実施を義務付

けている。交通計画の様式は各州に任されている。また、補助対象道路に関しては、利用者

が安全に通行できるよう、連邦道路庁が定める一定基準を満たすよう維持管理する義務も

負わせている。州政府は、連邦補助金及び独自の予算を使って、交通計画を作成し、道路の

設計、建設、維持、管理を実施している。州政府は前述の州際道路に加えて、州ハイウェイ

と呼ばれる主要幹線道路を所有している。そして、橋梁、トンネル、レストエリア、ウェル

カムセンター、道路標識などこれらの道路に付随する施設も所有管理している。州ハイウェ

イの一部は、後述する US ハイウェイと呼ばれる州際道路とは異なる全国道路網に含まれ

ている。 
 
US ハイウェイ 
 

US ハイウェイの歴史は州際道路より古く、州際道路のように連邦政府によって作られた

全国道路システムではない。しかし、各州の州ハイウェイで連続しているものに共通の番号

を振って全米道路網とし、道路利用者の利便性を高めようとしたものである。主要なルート

は州際道路に劣らず、例えばメリーランド州オーシヤン・シテイからカリフオルニア州ウェ

スト・サクラメントまで、全米を東西に横切る全長 3,011 マイルのルート US50 などがあ

る。しかし、このシステムに参加するかどうかは各州の自主性に任されており、州際道路の

ようにルート決定に連邦政府は関与していない。道路の建設及び維持管理はそれぞれの州

政府が実施しているが、連邦補助金の対象ともなっている。しかし連邦政府が州政府に、当

該道路を US ハイウェイシステムに参加するよう強制することは出来ない。 
US ハイウェイの番号システムは AASHTO のガイドラインに従っており、州際道路同様、

東西の道路は偶数、南北の道路は奇数番号が振られている。主要道路は 50、60 のように 10
の倍数が振られている。前述の US50 に加えて、北東部メイン州と東部最南端のフロリダ

州を結ぶ US1(2,377 マイル)、北東部ニュージャージー州と北西部オレゴン州を結ぶ US30 
(3,073 マイル)、ノースカロライナ州とアリゾナ州を結ぶ US70 (2,385 マイル)などがある。

州際道路には入口と出口があり、信号や一時停止、別の道路と平面交差する部分が無いのに
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対して、US ハイウェイには信号も一時停止も存在する。そのため、一般に州際道路よりも

制限速度が遅く設定されていることが多い。 
 
有料道路管理主体 
 

有料道路の管理主体は、Authority や Commission と呼ばれる公社組織で、その多くが州

際道路以前に設立されている。財政的に連邦・州政府から独立しており、通行料金やレスト

エリアからの収入で運営されている。公社は有料道路システム及び、サービスプラザなどシ

ステム内の施設を全て所有し維持管理している。そのため、一般の州際道路のような連邦法

の制限を受けていない。新規サービスプラザの建設など、システム内の活動は州政府の許可

を得なくとも、理事会の承認によって実施することができる。しかし、理事会メンバーは州

知事が任命、州の交通局道路担当者が理事会メンバーに含まれているなど、州政府の監督下

におかれている。システム内の交通取締りは州警察が実施しており、スピード制限などの交

通規則は州法に準拠している。システム内に勤務する警察官は州警察に所属している。しか

し、給与、パトカー、制服等の備品のコストは全て公社が負担している。システム内の事故

処理その他のコストも、公社負担である。その他の要件については、公社独自のルールやガ

イドラインを設定しており、これに従って活動している。尚、今回調査対象とした有料道路

は何れも州際道路システムに含まれており、州際道路同様、ルート番号を示すサインは連邦

道路庁指定のものを採用している。これに加えて、それぞれの道路のロゴも設置されている。 
 
その他道路関連団体 
 
AASHTO 
 

米運輸交通担当者協会(American Association of State Highway andTransportation 
Officials : AASHTO)は全米 50 州及びワシントン特別区、プエルトリコの道路交通局の代

表からなる NPO である。交通という名の通り、道路だけではなく航空、都市交通、鉄道、

船舶の全ての交通モードが含まれ、現場の事情を熟知している州地方政府の交通担当者が

交流及び協力する場となっている。活動内容は、連邦政府や議会に対して、州の意見を反映

させる、技術サービスの提供、交通に関するガイドライン作り、交通に関する研究調査など

を実施している。政府機関ではないが、連邦・州政府は広く AASHTO 発行のガイドライン

を採用しており、連邦交通省が AASHTO にガイドライン作りを委託するケースもある。理

事によって選出された代表の下に 13 の常任委員会が設置されており、メンバーは何れかの

委員会に所属して活動している。 
 

 

 

 

 

 

出典： http://www.rice.or.jp/index.html , 
http://www.hido.or.jp/study/files/pdf/application_07_7.pdf 

参考文献：世界の高速道路 1999 （財）高速道路調査会 

http://www.rice.or.jp/index.html
http://www.hido.or.jp/study/files/pdf/application_07_7.pdf
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３．３ ネバダ州交通局 
 

９月２６日、ネバダ州交通局（ＮＤＯＴ）にて、ネバダ州のＡＩ技術を用いた交通安全対

策として、ネバダ州の交通問題（主に渋滞）に対するＮＥＯＮ Ｐｒoｊｅｃｔや交通データ

のプラットフォーム（Ｗａｙｃａｒｅ）等の取組の紹介、ヒアリング／意見交換、並びに交

通管制室の視察調査を実施した。上記について以下の項目に整理し報告する。 

 
(1) ネバダ州交通局における交通管理の取組み 

(2) ＮＥＯＮ Ｐｒoｊｅｃｔ 

(3) 交通管制室の視察 

 
 ネバダ州は、最大都市ラスベガスを中心に他地域からの流入による人口増加が著しく、

１９９０年から２００８年までに人口が１３３％増加、現在３００万人の人口となった

が、さらに２０２８年までに４３０万人に増える予測がある。また、ネバダの労働者の半

数は観光業に従事しており、カジノやショーなどのエンターテイメント施設やショッピン

グ施設の揃う観光都市ラスベガスにおいては、総ホテル客室数が約１５万室あり、年間に

４,３００万人の観光客が訪れる。 

 増え続ける人口に合わせて沿線道路の交通量も増加を続け、道路環境整備が間に合って

いない状況。朝夕をはじめとして激しい渋滞が日々発生しており、年間一人あたり約６０

時間渋滞にあっている計算となっている。時間と燃料の損失で換算すると、全体で約１, 

２１０億ドル、ドライバー平均では年間１,４００ドルの損失となる。ネバダ州の周辺地

域の流通経済規模は、年間１,４４０億ドルであり、うち商品の流通トラックによるもの

が７３％を占めている。輸送量全体では、２０００年では１７６億台・マイルであった

が、２０１６年には２６１億台・マイルと４８％の増加、２０３０年までにはさらに３

０％増え、３４０億台・マイルになる予定となっている。また、交通事故も多く発生して

おり、ネバダ州では２０１８年において、３３１件の死亡事故が発生している。 

 このように、増加を続ける交通量による交通事故、渋滞に対するネバダ州交通局の体制

やＡＩ技術を活用した取組/プロジェクトについてまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

        写真3.3.1 ネバダ州交通局（Traffic Management Center）  
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＜概要＞ 

 ・日 時：２０１９年９月２６日（木） ９：００～ 

 ・場 所：ネバダ州 交通局（ＮＤＯＴ） 

 ・相手方：NDOT：Juan Hernandez（トラフィック・オペレーション・エンジニア） 

       Lashoon Ford（NDOT プロジェクト・マネージャ） 

   RTC：Brian Hoeft（マネージャ） 

     Theresa Gaisser（トラフィック・マネジメント）、 

     Jodie Bare（データ分析） 

  NHP：John Arias、Clifford Fontaine（パトロール） 

  Waycare：Ian Goldsmith（チーフ・プロダクト・オフィサー） 

      （通訳：リオス 真美） 

 

（１）ネバダ州交通局における交通管理の取組み 

 

１)ネバダ州交通局(ＮＤＯＴ)の概要 
 ＮＤＯＴは、州内の約５,４００マイルの道路を管理している。管内には１,０００以上の

橋梁があり、３つのディストリクト（行政区画）と３つのサブディストリクトの計６つの地

域がある。 

 ＮＤＯＴには、６つの Traffic Incident Management (TIM)のチームがあり、ＤＯＴ、ハ

イウェイパトロール、ＲＴＣ(Regional Transportation Commission)：地域の交通協議会）、

及び最初に対応する医療チームやレッカーチーム、等が含まれ、交通事故の処理を速やかに

行うために互いに協力している。また、このチームが定期的に集まり訓練が行われる。昨年

はカジノの駐車場を借りて実施。交通事故を再現し、これから如何に速やかに対処するかの

訓練を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    写真 3.3.2 ＮＤＯＴの概要      写真 3.3.3 交通事故対応訓練の様子 
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＜参考：ＮＤＯＴのアセットマネジメントについて＞ 

 ＮＤＯＴのアセットマネジメントプログラムでは、管内の舗装、橋梁、ＩＴＳのアセット

として、２３０億ドルを予定している。舗装の２０％以上が１０年以上を経過しており、橋

梁については設計寿命の５０年を超えるものがほとんどとなっている。年間予算の２４％、

年１２.１憶ドルを、２０１７年から２０２７年までの資産の寿命を延ばすために使用され

る予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

          写真 3.3.4 ＮＤＯＴのアセットマネジメントについて 

 

 

 

２)ＦＡＳＴ(Freeway and Arterial System of Transportation)センターの取組み 
 管理している道路の沿線に８００台のカメラを設置し、同センターにて工事や事故、混雑

等のインシデントを常時監視。また管内の１,５００の信号機もここで管理している。この

建物の中に４つの機関があり、ＤＯＴ、ハイウェイパトロール、また９１１で緊急対応する

デスパッチの部隊がある。 

 最も重要な課題はモビリティであり、安

全・渋滞の対策。これは米国内、海外でも同

様である。道路を拡張することは不可能であ

る条件下で、この問題を解決するために、設

備/機器/システムを活用して交通の流れを

確保することを目指している。すなわち、イ

ンフラを拡張することなく、テクノロジーを

使って管理することが必要と考えている。 

 例えば、ハイウェイパトロールはレッカー車を有する組織だが、運輸局のベンダーとして、

事故発生時の対応も行っている。パトロール業務においては“レガシー”という名の交通事

故管理システム（ソフトウェア）を活用し、事故の発生・対応状況等を記録/共有している

が、事故発生時により迅速な対応がとれるよう、事故情報をクラウド送信やＳＮＳから取得

できるようにする等、常に柔軟性を持ったプログラムとしている。 

写真 3.3.5 テクノロジーを活用した道路管理
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＜クラウドベースのテクノロジーの活用＞ 

 クラウドベースのＩｏｔ等のテクノロジーを活用し、『交通事故をいかに早く探知できる

か』という点と『潜在的に起こりうる事故を探知する』という点を目標に取組み、渋滞を抑

制する、加えては渋滞を予期することを狙った取組みを実施している。 

 

 

●『交通事故をいかに早く探知できるか』 

 地図上のどこで交通事故が起きたかを表示し、同時に現地動画が示されるシステム（Ｗ

ａｙｃａｒｅプラットフォームシステム）を構築。クラウドやショートメールも活用し早

く情報を配信・提供することで、早く現場に向かう対処ができるようになると同時に、現地

動画映像によって実際の事故現場の状況を目で確認することできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         写真 3.3.6 Ｗａｙｃａｒｅプラットフォームシステム 

 

 

 交通事故の一例にて確認する。事故が起きてすぐに情報が共有され、第一対応者が動く。

キュー(車列)の後尾への二次事故を防ぐためにも、早く現地に到達することが重要となり、

当システムによって事故の対処時間が１２分短縮された。この１２分は大きな事故の場合

は、人命が救えるかという点に関してクリティカルな時間となることが多く重要である。

また９１１番以外にも、マルチデータソースが利用でき、情報を複数の機関がリアルタイ

ムで共有できる。このため、事故現場に到着する前に情報を共有できていることから、リソ

ースのアロケーションがうまくいく。またレスポンスタイムの短縮により、二次事故を防

ぐことが可能となる。 

 

●『潜在的に起こりうる事故を探知する』 

 潜在的に起こりうる事故への事前対処による効果について、現場での試行検証を実施し

た。渋滞発生が予期され、渋滞によって交通事故の発生が探知される可能性のあった、フリ

ーウェイでの大規模な工事規制箇所（車線減少）を対象に、工事個所の手前で速度を落とし

てもらうための対策を、ハイウェイパトロールやＤＯＴと協力し実施した。ＤＯＴにおいて

は分かりやすい渋滞発生の標示を行うとともに、電光板にて、警察の監視があることを標示

現地動画を表示 

事故発生場所を確認 ｼｮｰﾄﾒｰﾙ活用 
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した。この結果、９０％の車が工事個所の事前に減速し、その結果、交通事故が１７%減少

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            写真 3.3.7 事故発生予測箇所への対応 

 

３)Freeway Service Patrol (交通管理業務)  

 交通管理業務については、ＮＤＯＴでは４年契約で民間委託して実施している。州によっ

ては直営で行っているところもある。管理業務に使用する車両については、デザインをＮＤ

ＯＴが提示して委託先が用意することとなっている。 

 

●交通管理車両について 

・Safety Patrol Van 

プッシュアップバンパーがあり、トラフ

ィックサイン（標識）が上部についている。

また米国の保険会社の広告もついている。

このプッシュバンパーで押し出すことに

より車両を排除することが法的に認めら

れている。 

 

・Flatbed Multi-Use Response Vehicles 

フラットベッド型の車両で、衝突時の再、

二台の車を一度に移動させることができ

る。フリーウェイから移動させた後は、ロ

ーカルのレッカー会社が移動させる。 

 

 

工事規制箇所手前で、段階的に速度を落とす対策を実施  

電光表示板にて 
警察の監視が 
あることを表示  

写真 3.3.8 Safety Patrol Van

ﾌﾟｯｼｭﾊﾞﾝﾊﾟｰ付  

写真 3.3.9 Flatbed Multi-Use Response Vehicles 
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・Wheel-Lift Multi-Use Response Vehicle 

Wheel-Lift 車両で、後ろのタイヤに載せ

て移動させることができる。ユニークなの

は、車両の上に番号があり、オペレーショ

ンセンターからカメラにより、どの車両が

稼働しているか一目でわかるものとなっ

ている。 

 

・Incident Response Vehicle 

事故対応車両として、バンより大きく、

様々な機材が搭載されており、少し大きめの

事故の対応に使用される。これもプッシュバ

ンパーと標識装置がついている。３０個のコ

ーン、フラッグやバッテリー、エアコンプレ

ッサー等があり、水も積んでいる。また積み

荷の流出のための吸引装置や清掃装置など

がある。また First Aid キットもある。 

今後新たな機材（標識、AED、交通規制装置）

が追加される予定。Ｗａｙｃａｒｅのソフト

も整備され、車載カメラもついており管制の

方から状況を見ることができる。 

 

 

 

●交通管理業務におけるＷａｙｃａｒｅの効果 

Ｗａｙｃａｒｅの効果としてまず挙げられるものは、インシデントの早期発見とそれに

付随する事務的な処理である。Geotab を用いた稼働時間の管理、休憩時間や運転状況等の

管理によって、書類の軽減に役立った。また、Ｗａｙｃａｒｅのプラットフォーム使用開始

からのすべての情報が保存されていることから、ペーパーレス化により間違いが少なくな

った。データ化され、Performance Measure（数字の管理）が出来ることから、事故対応、

処理時間、二次事故の防止の効果を図ることもできる。 

交通管理業務は従前は無線による対応が中心であったことから、このシステムの導入に

り、地図上でどこで何が起きているかわかり、デスパッチが楽になり効率化された。ペーパ

ーレス化と同時にエラーが減少に加え、ドライバーが入力している情報がデスパッチャー

に瞬時に伝わるようになった。 

 

 

 

 

写真 3.3.10 Wheel-Lift Multi-Use Response Vehicle

写真 3.3.11 Wheel-Lift Multi-Use Response Vehicle

車両上部に番号  

ｺｰﾝ,ﾌﾗｯｸﾞ,ﾊﾞｯﾃﾘｰ, 
ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ,水等を搭載  
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（２）ＮＥＯＮ Ｐｒoｊｅｃｔ 

 
１)ＮＥＯＮ Ｐｒoｊｅｃｔの概要 

 ラスベガスにおいては、人口増に伴う交通量の増加

が続いており、交通渋滞や事故も多発、道路の構造的な

改良が必要な状況下である。I１５では日利用台数が３

０００,０００台あり、２５,０００台の車線変更、日当

たり３件の事故がある。このことを背景に、車線と車両

スピードをコントロールすることで事故低減を目指す

取組みとして“ＮＥＯＮ Ｐｒoｊｅｃｔ”を開始した。

このプロジェクトには、約９億ドルの予算が使われて

おり、ネバダ州の歴史の中で最も大きなのプロジェク

トとなっている。２０年越しの内容となっており、２０

１５年に完成した設計費用だけで２,５００万ドルか

かった。 

また、事業に伴う土地の買収では既に２億５,０００万ドルかかり、対象橋梁は２８橋、４

８の表示板の設置、ＨＯＶレーン（Ｈｉｇｈ- ＯｃｃｕＰａｎｃｙ  Ｖｅｈｉｃｌｅｓ

レーンの略。規定人数以上が搭乗している車のみが走行可能な車線のこと）を２０マイル

整備し、総建設費は６億２,０００万ドルかかっている。２０１９年５月より、完成した分

のシステムに対する検証を、現地にて開始している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２)ＡＴＭ（アクティブ、トラフィック、マネジメント） 
 ＡＴＭは、交通量の多い主要な高速道路、フリーウェイのピーク時のキャパシティを増や

し、交通の流れをスムーズにする方法であり、可変速度規制や可変メッセージ標識による車

線運用等の技術によって交通を制御しする技術である。 

写真 3.3.12 ＮＥＯＮ Ｐｒoｊｅｃｔ

写真 3.3.13 Ｐｒoｊｅｃｔ ＮＥＯＮ 概要
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 ＮＤＯＴでは、ＮＥＯＮ Ｐｒoｊｅｃｔの一環として、渋滞が発生するボトルネック箇所

と交通事故箇所において、ＡＴＭ技術にて走行する車線をコントロールし、走行車の速度を

コントロールすることで渋滞の解消に努めている。また、渋滞を解消することで、事故を減

らし、二次事故も減少させることを狙っている。 

 同プロジェクトの一部として、ガントリーでの情報提供が挙げられる（写真 3.3.14 Ｐｒ

oｊｅｃｔ Ｎｅｏｎ ＡＴＭ Ｅｌｅｍａｎｔｓ 参照）。メイン標示が大型な“Ｔｙｐｅ

１”と小型な“Ｔｙｐｅ２”があり、その横のガントリー柱には縦型の小さな標示がある。

この小さな標示には速度の変更、ＨＯＶレーン（３人以上乗車の場合の優先レーン）の一般

車線への開放などの標示を行う。標示版に情報を掲示する文字の大きさや色彩も法律にの

っとって標示されるものであり、警察の主導で行われる。また、車線の閉鎖の情報標示もこ

こで行われ、規制範囲に入る前に速度制限の予告なども標示される。よって、渋滞後尾(Ｑ

ｕｅ)に近づく前に走行車両の速度を落とし二次事故の発生を防ぐこととなっている。当初

は、ガントリーを５２設置する予定だったが、予算の関係で１０基は除かれてしまった。し

かし、将来的にはこの１０基も設置されることを望んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガントリーの走行車線のコントロール標示の内容について詳細に説明する（写真 3.3.15 
Ｌａｎｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｓｉｇｎｓ 参照）。車線上に矢印が向けられている“Ｔｙｐｅ

１”の標示については、連続的に車線移行がスムーズに行くように設置されている。システ

ムエンジニアリングの観点で仕様が決められ、デザインも決まっている。また、他の州との

情報交換によりさらにシステム導入を円滑にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.3.14 Ｐｒoｊｅｃｔ Ｎｅｏｎ ＡＴＭ Ｅｌｅｍａｎｔｓ

Ｔｙｐｅ１  Ｔｙｐｅ２  

写真 3.3.15 Ｌａｎｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｓｉｇｎｓ
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この新しいシステムを起動させるための手引きが作成され、この中にそれぞれの担当部

署の役割も記載された。車線運用のシナリオについてもこの中に記載されており（写真

3.3.16 ＡＴＭ Ｃｏｎｃｅｐｔ оｆ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ概要 参照）、この場合は、上

から二番目にて車線閉鎖が行われていることを示している。一番下の最初は“速度低減”の

標示となっており、１マイルごとに情報版が設置され案内が変わっていく仕組みとなって

いる。よって、次の１マイル先では“速度４５マイル”の標示に変わり、その次では“車線

移行”の黄色い標示になる。車線閉鎖の箇所に近づくにつれて車線移行の標示が行われ、赤

の×に入れば、警察の取り締まりの対象区間となる。なお、取り締まりの際は、ＨＯＶレー

ンに一般車両を入れることもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェアでは上下線別の表示がされ、センサーによって車両のスピードも計測が可

能である。従って、渋滞箇所に行く前にシステム上から指示を出すことができ、渋滞の緩和

に繋がっている。 

 

 

写真 3.3.16 ＡＴＭ Ｃｏｎｃｅｐｔ оｆ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ概要

車線閉鎖  

速度４５ﾏｲﾙ  

速度低減  

車線移行  

車線移行/閉鎖  

車線閉鎖  
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なお、同システム標示板の補修・メンテナンスについては、当然、交通量が多い箇所に対

するシステムなので、車線規制を必要としないことを前提として検討し、版の裏側からモジ

ュールを変えることで対応できる構造としている。耐用年数は、だいたい２０年程度である。

また、オペレーションマニュアルについては、システムが誤作動した際の対応マニュアルも

併せて整備しており、常駐する管制のスタッフが研修を受け、瞬時に対応できるようにして

いる。 

一般的に日本では、このように新しいシステムの導入されることを嫌がられる場合があ

る。当システムの導入時においても、従来の“レガシーシステム”に慣れたスタッフからは

反対もあったが、導入メリットを十分に説明し、理解を得て新たなシステムへ移行した。 

 

 

 

  

写真 3.3.17 Ｇａｎｔｒｙ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｗｉｚａｒｄ
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（３）交通管制室の視察 

Ｔｈｅｒｅｓａ Ｇａｉｓｓｅｒ, Ｐ.Ｅ., ＰＴＯＥ – ＦＡＳＴ Ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｔ

Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ оｆ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｎｅｖａ

ｄａ（南ネバダ州高速交通局）の案内で、ＮＤＯＴの交通管制センターを視察した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１)Ｌｉｖｅ Ｍａｐについて 
ラスベガス全体の交通状況はＬｉｖｅ Ｍａｐ（Ｗａｙｃａｒｅのシステムで、交通状況・

事故・規制・渋滞予測等を地図上で可視化したもの）を運用し把握している（写真 3.3.19 
Ｌｉｖｅ Ｍａｐ 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.3.18 ＮＤＯＴ 交通管制センター

写真 3.3.19 ＮＤＯＴ Ｌｉｖｅ Ｍａｐ
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なお、このシステムについては一般には公開していない。緑の表示が上手く流れていると

ころであり、赤の表示が渋滞しているところである。また、ｈｉｇｈｗａｙのみでなく、一

般道の交通状況も把握できるようになっている。なお、ネバダハイウェイパトロールがいる

ところが青、フリーウェイサービスパトロールがオレンジで表示されている。フリーウェイ

パトロールは、交通トラブル対処のスペシャリストである。車の中にタブレットが設置され

ており、衝突事故等の交通事故が瞬時に表示されるようになっていることから、現場に近い

車両に向かわせ、早く対処することが可能となっている。また、交通事故でなく車の故障の

対応もある。車両には、色々な装置/機能があり、タイヤのパンクの対処機材とか交通整理

用のコーン、電子標示板等がある。交通事故にて重要な対応はもう一つあり、それは事故に

よる渋滞発生時の後尾の警戒である。渋滞後尾に衝突する２次的な事故の発生が多く、これ

を防ぐ事も重要である。 

一般道の工事規制箇所の表示も実施している。しかし、これは工事による交通規制の許可

申請書に記載してある規制情報に基づき表示しているものであり、タイムリーな情報では

ない。よって、今日、今時点での交通規制状況を常に把握しているわけではない。 

また、当システムにおける車両の位置情報はＧＰＳにて把握していることから、トンネル

内の位置情報は把握できない。トンネル内にて事故が発生した際は、トンネル内に設置され

たカメラにて発生箇所を確認し、Ｌｉｖｅ Ｍａｐに人がプロットしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｌｉｖｅ Ｍａｐにて表示されたデータ等は、２万件/時間のペースで蓄積され、非常に莫

大なデータボリュームとなっているが、Ｗａｙｃａｒｅのクラウドサーバにてすべて保存

されている（サービスが提供された２０１７年より）。なお、動画データについては、事故

が起こった時のみ保存している。ラスベガスは観光地ということもあり、年間に４,３００

万人が訪れる。この人々の流れ全ての情報をモニターすることに重要な意味がある。ここで

行われるコンベンションやイベントの情報（どこで行われ、開始時刻/終了時刻、どれだけ

の来場者が予定されているか）と分析することで、渋滞や事故が発生する可能性箇所を予測

に繋がり、事故が起きる前に対策を考えることが可能となる。 

写真 3.3.20 ＮＤＯＴ 管制センターモニタ
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天気情報を基に事故が起きそうなエリアを２時間更新の頻度で示している。これによっ

て、事前にハイウェイパトロールまたは、フリーウェイパトロールをこのエリア近郊にスタ

ンバイさせておき、事故が起こる前に周辺エリアの交通スピードを落とさせることを実施

している。 
 

２)信号管理について 
南ネバダにある１,５００台の信号の管理も行っている。各交差点における信号のリアル

タイムな動きを把握できるようになっている。信号の現示サイクルは、一日の時間帯別で設

定されており、交通量の多い方向に現示時間を合わせている。 
トラフィックカウンターにてリアルタイムの交通量を基に現示サイクルを調整するシス

テムを将来的には考えているが、今は出来ていない。よって、交差点のに入ってくる車と出

ていく車の流れを１日の中で確認しながら、基本的に人が必要に応じ調節している。具体的

には、人の経験とデータ集積により行っており、データをうまく活用することによって、実

際にどの時間帯に調節が必要なのかが分かり対応している。例えば、早朝の通勤時間帯、昼

間の時間帯、夕方の交通量が増える時間帯、深夜から次の日の深夜１２時にかけての時間帯

等によってどの現示時間のプランが最適か、過去の渋滞実績等を基に設定している。また、

時間帯のみならず、平日/休日による変更や、交通事故等のインシデントに対する調整も随

時調整・実施している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.3.21 ＮＤＯＴ 信号管理モニター    
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３)夜間の勤務体制について 
基本的に夜間の勤務スタッフは１名（交代用でプラス１名）で行っている。なお、交通

事故等のインシデントが発生した場合は、２名体制で管制センター内は対応にあたる。ま

た、大きな緊急事象の発生時については、より多くの人員体制（緊急９１１番の担当者 

等）にて対処する。 

 

４)交通管理に対する技術者（データ処理/解析/分析 等）について 
 Ｗａｙｃａｒｅクラウドサーバの交通のデータは膨大なものであり、事故発生の予測（事

故が起こりそうな時間帯/区間の予測）や、交通集中に対する渋滞発生の予測等、今後の技

術的課題や検討は数多あり、順次進めていく状況である。その中で、交通管理に関するデー

タサイエンス的な技術者のスキル/需要や、アメリカにおいて、どのカテゴリーに属する方

が適当なのか（システム開発寄りのエンジニアなのか、データサイエンティストなのか、マ

スマティシャンなのか）について考えを伺った。 
 ＮＤＯＴでは、それぞれの検討内容や事業の段階において求める技術が異なるが、基本的

に、システムエンジニア、ソフトウェアのスペシャリスト、データサイエンティスト、プロ

ジェクトマネージメントのスペシャリストの全てのスキルが課される現場である。よって、

お互い協力し合いながらプロジェクトを進めているのが現状とのことだった。また、ＮＤＯ

Ｔ内においても、各個人の技術的スキル向上に努めているとのことであった。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-36 
 

（４）AI を用いた交通安全対策 
 
実施日  ：2019 年 9 月 26 日（木） 
プレゼンテータ ：（Waycaretech）Ian Goldsmith, Chief Product Officer 
場所  ：ネバダ州交通局（NDOT） 
 

 
ネバダ州ラスベガスでは、ネバダ州交通局とシリコンバレーの AI 主導型モビリティソリュ

ーションの Waycare 社が、ラスベガスの交通安全対策として、車両、道路カメラ、ナビア

プリ等からのデータに基づく、AI による予測分析を行い、事故の可能性のアラートを出す

実験を行っている。本試験は、I15 号 Charleston Boulevard と Russell Road 間で実施され

ている。この結果、交通事故の削減が達成された。また、事故を 12 分早く検知しドライバ

ーに通知が可能であり、事故箇所手前での迅速なドライバーの速度低下が確認された。 
 

１)Waycare 概要 
Waycare は RTC と協力して Waycare プラットフォームを開発した。現在ではネバダ以

外の州でも活用されている。アメリカでは年間 4 万件の死亡事故が発生している。交通事

故や渋滞を緩和するためには、次のような四つの大きな問題点があった。 
・インフラの老朽化 
・車の情報が有効活用されていないこと 
・機関同士のコミュニケーションがうまくとれないこと（各々が別のシステムを利用） 
・データ分析がうまくできていないこと 
プラットフォームを統一したことによって、様々なデータソースと AI を活用し、いろい

ろなアプリを作成することが可能となった。 
このプラットフォームは、アマゾンウェブサービス（クラウド）を使用している。 
目標は、交通事故が起きた時、いかに早く検知できるかである。また、将来的に起こりう

る事故を検知し、予防することも含まれる。この二つが大きな目標である。 
事故と同様に、渋滞も予測する。また、渋滞が繰り返し起きないよう、システム上で対応

する。渋滞を予防することが、事故の予防にもつながる。 
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図 3.3.1 Waycare プラットフォームの概要 

 

 
図 3.3.2 データソースの受信および配信 

 
２)分析に使用するデータの抽出 

インシデントには、本当の交通事故もあれば、ポットホールや、動物の侵入もある。分析

に使用するデータは、交通量、車のナビシステム、携帯電話、天気、SNS などがある。例

えば、車が正常に走行していない情報も探知できる。一台だけでなく、たくさんの車がそう

いう動きをしている場合、何らかのインシデントが発生していることを探知できる。 
そのようなデータを、私たちのシステムが AI を駆使して活用する。 
大切なことは、私たちのシステムを使用し、どのような洞察を行うかである。すなわち、

オペレータをサポートするシステムである。このシステムでインシデントを探知する、ある
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いは、インシデントを予知することが重要である。またそれにより死亡事故の危険が高い二

次事故も防止につながる。それらの情報は一般の方に公開している。 

 
図 3.3.3 AI 分析におけるインプットとアウトプット 

 
３)Waze アプリ 

Waze はクラウドソースのトラフィックナビゲーションアプリであり、一般の方から情報

を報告するアプリである。間違い、誤差、いたずらもある。このアプリは単純な機械学習ア

プリであるため、データを見て適用の要否を判断する。また、ユーザーのレイティングもあ

り、ユーザーの信頼性も含まれる。 
 

４)Waycare プラットフォームの導入効果 
情報が入ったときに FAST のオペレータに発信される。ここで、カメラによる確認を行

う。確認された後、フリーウェイサービスやハイウェイパトロール、一般の方にデータが提

供される。 
外部の（別の市内インフラの）データとも連携している。地上のものや交通信号やすべて

の情報をこちらで連携する。お金をかけて収集するデータに代わって、信頼のおけるデータ

収集が可能となり、費用の削減にもつながる。 
このように、インシデントを検知→確認→公開の手順で進む。 
こちらの渋滞探知システムは、交差点能力や、交通容量の評価を行う。 
N-Vehicle システムを使用し、交通状況を評価できる。このように通常の状態ではないと

アラートが出る。 
こちらは外部のデータパートナー、Wajo（GM）からの情報となる。Horizon は 5G のネ

ットワークがあるが、これは V2V の通信に重要である。こらからも情報を得ることができ

る。また、Ticket Mater からも大きなイベントの情報を得る。また、北ネバダでは降雪の

情報も関係する。 
この結果、事故が 17％削減された。この経済に及ぼす影響は非常に大きい。 
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図 3.3.4 事故防止のためのディープラーニング適用 

 
図 3.3.5 予測分析について 
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質疑 
Q：データパートナーをどのように得ているか。 
A：小さな会社なので、当初は、RTC に協力してもらった。当社は Waze と同様に、イス

ラエルベースの会社である。欧州では、Waze は大きな会社であり、グーグルの会社である。

データの大きな部分は、Waze から得ている。Waze から始まって、ほかのベンダが入って

きている。Wajo などからのデータについては支払いが発生している。現在、約１万台の車

からのデータを購入している。現在約２００万台の車がこの地区にある。また、道路側にセ

ンサーがあり、これと Wajo などのデータを組み合わせることにより、効率化することを試

行してきた。３００台の車を選択し、データがどのように活用できるかを学習してきた。２

００万台のうちの１万台は小さな数字だが、統計的にうまく活用できる。Waze のデータや

ウーバーのデータは無料で提供してもらっている。ネクサはダッシュカメラがあり、工事現

場のデータを得ることができる。AI を使って工事個所を探知できる。現在問題なのは、市

からも工事個所のデータをいただけるが、これは免許申請に基づくものであり、申請期間中

のいつか実施されるというものであるのでネクサの情報と組み合わせる必要がある。 
 
Q：情報ソースをどのようにして交通統計としてまとめるのか。 
A：データを標準化して、一貫性を確保できるようにまとめている。データをクラス分け

している。Waze はインシデントの検知についてはよくできている。N-Vehicle は、速度や

位置のデータは正確である。AI がこれを組み合わせてくれるが、Waze がインシデント、

Wajo が車両のデータを担当して、実際に使えるようにする。どのようなデータをどのよう

に組み合わせるのかは、まだ試行を行っている最中である。 
 
Q：Waycare として Annual Report をまとめるのか。 
A：自動的に、時間、日、年間単位のレポートが出る。レポートがもっとうまくできるよ

うになれば、効果が説明できる。しかし、現在はレポートよりも、目の前のインシデントに

どう対応できるかが重要である。 
 
Q：マシンラーニングによるインシデント検知について。インシデントの予知により対応

することでは、インシデントの学習につながらないのではないか。 
A：インシデントの検知についてはまだ研究段階であり、準備するということの方がより

重要である。交通渋滞の探知の方はより洗練されてきている。インシデントの検知について

はカメラの利用が使える。南ネバダでは非常に密に配置されている。ほかの地域では少ない

ため、AI を使った方法が重要となる。 
 
Q：ホットトピックとして increment AI があるが、こちらの AI 利用と非常に近いもの

と考えている。 
A：次世代の AI について、AI は非常に進歩してきているものであり、そうなってくると

考える。⇒ KPI(key performance indicator)についてはどう考えているか。特に accuracy
は何％を目標にするのか。⇒ インシデントについては 95％の精度を目標としている。し

かし、クラッシュ予測は測定できない。 
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Q：渋滞の解消の見込みとかはできるのか。 
A：速度を低減することで、渋滞の解消につながっている。事故の解消にもつながると思

うが、二次的な効果については、検証が含まれていない。事故のみの損害は軽傷でも２８０

００ドルほどかかっている。(相手にこちらの内容が伝わっていない。渋滞解消の見込みと

かは二次的な問題として検証されていない。) 
全て含めると 9.60 百万の経済低損失である。これだけのデータをどう活用するかは、例

えば、事故の多い区間に、あらかじめ警察車両を配置し、注意を喚起する。その結果、速度

が低下する。またこれには DMS を活用し、警察車両があることを標示している。これによ

り事故の防止にもつながっている。Traffic Management Side の場所に車両を配置し、

Waycare システムでの事故の起こりそうな箇所と時間をあらかじめ指示する。警察車両が

配置された時から、標示が行われる。うまくいかなかった場合は、場所を変えることもある

が、これにより、一人の警察官が６～７人配置されていると同じ効果がある。先ほども述べ

たように 90％の車両が速度を落とし、17％の事故抑制効果があった。このシステムを使用

することで、昨年と比較し、３７件の事故が防げた。プラットフォーム導入コストは 5000
ドルだが、小さな事故だが、28000 から 65000 ドルの被害があった。これが３７件防止で

きた。百万ドルから２百３０万ドルの効果があった。これは予防保全、事故防止の効果があ

った。次に実際に事故が起きた場合どうなるかだが、この場合もこれらのシステムを活用で

きる。エリアをどう管理するかだが、うまく活用できるように調整が必要な場合もある。 
 
Q：過積載車両と逆走については。 
A：ネバダの州境にはチェックポイントは無い。ランダムにトラックをスクリーニングし

ている。写真により判断して取り締まりしている。センサーの近くのチェックサイトで待っ

ている。逆走については、アリゾナではセンサーで逆走を検知している。 
いろいろなところにセンサーとカメラがあり、警告のライトがつき、逆走を知らせる。こ

こを見た時 U ターンして出る。ここまでくると U ターンはできない状態で、DMS で通常

走行車両に逆走車があることを知らせる。またスマートデバイスにも伝える。また道路構造

自体が問題なところもある。この装置は現在実験段階であるが。連邦政府からの指示で行っ

ている。 
過積載は、ここでスクリーニングを行い、引っかかった車を止める。ナンバープレート、

トラックの横の DOT ナンバーと照合してわかる。取り締まりは様々なテクノロジーを使っ

て、一つの場所でできるようする。将来的には、履歴も使用するし、移動式も準備する。セ

ンサーは地下に埋め込まれている。カメラでどの車だったのかを確認できる。スピードによ

り正確度が変わる。 
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３．４ ペンシルバニア大学 

ダムの導水路の点検にドローン及び変状画像判定に AI を用いた事例 

 
実施日 ：2019 年 9 月 30 日（月） 
出席者 ： James Keller （ペンシルバニア大学（ The GRASP(General, Robotics, 
Automation, Sensing & Perception) laboratory）） 
場所 ：ペンシルバニア大学 Pennovation Center 
 

 
 
ペンシルバニア大学では、これまで人間が行ってきたダムの放水路の変状画像判定を小型

のドローンによる短時間(一分以内)撮影データから得られたデータを分析し、クラック、錆、

断面欠損等の様々な形態の変状を区分、変状判定図を作成することを行っている。この調査

は、現実の土木構造物の調査にドローン画像を使用し、かつ自然光の無い状態での変状判定

に挑戦した珍しい例であるため、意見交換を実施した。 
 
（１） 小型ドローンによるダムの導水路の撮影画像の解析による点検 

 
１）経緯 

ダムの放水管は米国陸軍によって管理されている。ダムの導水路は次のような環境下に

あるため、点検が非常に困難である。 
・暗い 
・湿気と埃が多い 
・点検時間は１時間程度（それ以上の時間放水を止めると、川魚が死んでしまう等の環境

に影響が出てしまうため） 
米国陸軍のエンジニアから点検方法について相談があったため、ペンシルバニア大学

GRASP ラボとの共同研究に至った。 
 
 
 
 



3-43 
 

２）導水路の点検にドローンを用いる際の課題等 

導水路の点検にドローンを用いるには次の課題等があった。 
＜環境の課題＞ 
・照明を確保する必要があること 
・位置と方向の把握が難しいこと 
・精密機器に大敵の湿気と埃があること 
 
＜機器の課題＞ 
・バッテリー寿命が短いこと 
・GPS が利用できないこと 
・特徴のない箇所があること 
 
＜導水路の特徴＞ 
・直径 6m ある（西海岸地域では直径 12m のものもある） 
・奥まで進むと水門があり、スチールとコンクリートが重なる部分がある 
・複数の分かれ道が存在する（形状は場所によって顕著に変化する） 
・点検時は水門を閉めて水量を少なくするが、完全に水がなくなることはない 

 
３）開発したドローンについて 

開発したドローンの変遷は次のとおりである。現在第三世代目になる。 
 
写真 3.4.1 は第一世代のドローンである。Hokuyo レーザでラインスキャンを行う。自分

の位置の把握はミラーを使用する。1.6GHz のプロセッサを搭載しているが、性能は充分で

はなかった。最大 12 分までの飛行が可能である。 

 
写真 3.4.1 第一世代のドローン 
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写真 3.4.2（左）は第二世代のドローンである。第一世代に比べて、カメラとプロセッサ

をアップグレードした。カメラの台数については１台から３台に増やし、前方と左右を撮影

できるようにしている。最大 8 分までの飛行が可能である。 
写真 3.4.2（右）は第三世代のドローンである。50W の LED 照明と HD 画質の４台のカ

メラを搭載することで、トンネル内の全体を撮影できるようにしている。プロセッサは Intel
製の NUC（Quad-i-7）を使用している。最大 12 分までの飛行が可能である。 
 

 
写真 3.4.2 第二世代（左）と第三世代（右）のドローン 

 
写真 3.4.3（左）は、放水路内を飛行するドローンの様子である。緑色のライトが前方、

赤色のライトが後方である。レーザの反射情報から 2m ごとのセグメントとして計算し、放

水路の中心を飛行するように制御しようとする（写真 3.4.3（右下））。オペレータはカメラ

でその様子を見ることができる（写真 3.4.3（右上））。 

写真 3.4.3 ドローンの飛行状況（左）ドローンの撮影写真（右上）飛行経路のモデル（右下） 
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４）テクニカルサマリと結果 

システムの概要を図 3.4.1 に示す。3D-LiDAR（3 Dimension- Light Detection And 
Ranging）と IMU（Inertial Measurement Unit）の情報をインプットにして飛行に最適な

場所と方向を決定し、UKF（Unscented Kalman Filter：非線形カルマンフィルタ）でドロ

ーンの軌道を制御する。飛行しながらリアルタイムでイメージも取り入れる。ドローン自身

で位置を把握し、できるだけ導水路の中央を飛ぶように、飛行経路のモデルを作成している。 

 
図 3.4.1 システムの概要 

 
図 3.4.2 は最終的に作成したモデルである。10cm 間隔で測定すると、ドローンの進行方

向に円筒形が次々と作られる。導水管を最後まで行くと傾斜が 65 度程度になるため、円筒

形ではなくなる。上の方に行くと同じモデルが適用できなくなってくるが、Watson 
distribution という数学モデルを用いて近似している。 

 
図 3.4.2 システムが生成したモデル 
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ここでの問題点は、水路が 500m 以上の長さになると位置の把握が困難になることであ

る。そのため、特徴点を捉えて位置の推測をする。 
最近では、写真 3.4.4 にあるようなタグ（1m おきに配置）とレーザを使うことで、３～

４cm の誤差で位置を把握することができる。 

 

写真 3.4.4 ドローンの位置の精度向上の取り組み 
 
古いダムはリベットがあり、これ

が特徴点となる。新しいダムはステ

ンレススチールのため特徴がない。

畳み込みニューラルネットワークと

呼ばれる方法で、自動的に特徴を検

出する方法を検討している。図 3.4.3
は、U-Net を使用して 3D 再現した

導水路である。ピンクは腐食、オレン

ジはリベット、緑は水、ペールは腐

食、青はドローンが飛んだ軌跡を示

す。なお、記録したビデオ等から 24
枚の教師データを抽出し、このうち

20 枚をトレーニング用、4 枚を検証

用として使用している。 
図 3.4.3  U-Net を使用して 3D 再現した導水路 
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５)今後の検討事項 

最終目的地の水門まで行くとドローンが止まることを確認した。また、壁にドローンをぶ

つける試験をしたが、衝突することなく停止することも確認した。 
 
今後は次のような取り組みを検討している。 
① バッテリーが 10 分程度しか持たないため、ダム放水路全体を見るために早く飛べる

ようにする。 
② ダストの影響を防ぐために、画像処理してダストを除去するか、LED とカメラの距

離を変えて検証する。 
③ 機器をもっと頑丈なつくりにし、導水路の環境下でも安定するようにする。 
④ 特徴がない場所でも位置を把握できるようにするために、イベントベースカメラ（ピ

クセルに変化があったときに撮影するカメラ）やラジオメトリック・レンジングシス

テム（観測波長の信号強度で周囲の形状を把握する仕組み）を検討する。 
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(２)その他の事例 
１）状況把握を目的としたドローンの開発（福島の原子力発電所の被災確認） 

災害時のロボット点検のプロジェクトの一つとして、福島第一原発のリアクターの模型

を作っている。現地はケーブルが下がっていたりして大変な状況だが、狭いところに入れて、

１０分間放射能にも耐えられるようなドローンを開発し、原子炉の一番下まで行って撮影

できるように作っている。自動操作がうまくいかないときは、手動に切り替えることができ

る。 
写真 3.4.5 は、試験時に撮影した動画の一部である。右上の図はドローンから見える画面

で、赤が障害物、緑が開いているところ、紫が飛行経路を示す。ロボットは障害物を検知す

ると、修正した経路（青の経路）で飛ぶように設計されている。ドローンは自ら経路を変更

して、可能な限り紫の経路に戻ってくる。コンピューターはこの三次元図を見ながら操作し

ている。このロボットは東電に送っているが、この先については関与していないため、現地

での検証結果は把握していない。 
 

 
写真 3.4.5 ドローンの試験状況（左上：災害現場に見立てたセット、右上：ドローンか

ら見える画面） 
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２） GPS 機能を持たないドローンの開発（自動操縦コンテスト） 

GPS 機能を持たないドローンも開発している。複数のカメラにより障害物を避けながら

星印の場所まで早く辿り着くというコンテストである。このドローンは常に地図を作成し

ながら飛行する。建物のドアの開閉状況をひとつずつ確認しながら進んでいく。開いている

ドアを見つけてそこから建物の中に入り、そしてスタート地点まで帰還する。このドローン

はモノキュラーカメラを使用、５～１５m/s の速度で飛行する。 
このコンテストでは 2 位になった。1 位の MIT は最高 20m/s で飛んでいた。 
このコースは非常に短いものだが、1 ㎞のコースもあった。 
 

 
写真 3.4.6 コンテスト状況（左上：カメラ映像、左下：障害物を含めた作成した地図、

右：目的地と障害物のプロット図） 
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また、複数のドローン同士で位置を確認する技術（スウォーミング）の実験の紹介もあっ

た。写真 3.4.7 では６基のドローンが円状に並び、写真 3.4.8 では２×３列に並んでいる

様子であった。 
 

 
写真 3.4.7 スウォーミング実験の様子（円状） 

 

 
写真 3.4.8 スウォーミング実験の様子（２×３列） 
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３．５ 米連邦高速道路局(ＦＨＷＡ) 意見交換 

 
日時 10 月 1 日 13：00～16：00 
場所 FHWA Turner-Fairbank Highway Research Center（連邦交通局、ターナーフェ

アバンク研究センター）：Washington DC 郊外 
相手方： 
Hoda Azari, Nondestructive Evaluation and Testing R&D 
John Nahmy, Team Leader, Structure 
William Burgason, Tunnel Engineer 
Bros Kohl, Program Engineer,  
Sata Laption, Research Associate, AI Drone 
Sade Shams, Research Engineer, NDE, Model Analysis 
 
＊録音、実験装置を除く撮影等の許可が得られず、以下はメモに基づく内容である。 
 
（１）非破壊試験の評価及び試験の研究開発状況 -Hoda Azari氏 
  NDE-SHM(非破壊評価及び構造物健全度モニタリング：Nondestructive Evaluation and 

Structural Health Monitoring) プログラムについて 
現在研究している内容は、主にせん断波、超音波、表面波、による非破壊試験方法

で、接触型及び非接触型のセンサーを用いて実施する。またこれらのアコースティッ

ク検査のための集音装置を開発している。第一段階の表面波を終了し、現在は第二段

階の超音波による検証を進めている。また磁気システムを使用し、PC桁の鋼材等の評

価を行うことを検討している。破断(fracture)があると磁界の波形が変化することを利

用している。(漏洩磁束法等) 
  ドローンによるデータ収集はまだ実施されていない。これからの技術である。 

対象は橋梁の点検で、データ収集のプラットフォームの構築、収集したデータの活用

方法を検討している。また、今後非破壊によるどんなセンシング、モニタリング等の

データの取得が可能か、そしてそのデータから何が分かるかを検討し、人による目視

等の検査結果との性能の比較を考えている 
  また、点検技術の可視化を目的として、AR技術の活用も考えている 

点検データ、橋梁諸元データ等の情報の統合が重要と考えている。この理由は、非破

壊検査による点検データは構造物のコンディションに対する局部的な情報であるた

め、構造物全体を捉えた統合したデータで状態を考える（評価する）ことが重要と考

えている。 
  LTBP（Long Time Bridge Performance  長期橋梁パフォーマンスプログラム）につい

て 
橋梁上部工の実寸の供試体にて試験を実施している。既存の環境下に適合するよう、供

試体への荷重のかけ方、凍結防止剤（塩）の散布状況を調整し、経年劣化のモニタリン

グを実施している 
  AI の活用も検討している 
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既存の点検データ、モニタリングデータや諸元データ等を教師データとしたモデルを

考え、一貫性のある解答（判定結果）の獲得、ひいては点検の自動化を狙っている。 
 
（２）LTBT InforBridge について -John Nahmy氏 Bridge Engineer 
  LTBT InforBridge について(“fhwa infobridge”の検索で引っかかる)紹介

（https://infobridge.fhwa.dot.gov/Data） 
LTBT InforBridgeとは、an intuitive and user-friendly interface to access, visualize, and 
analyze bridge performance data とあり、橋梁のパフォーマンスデータへのアクセス、

可視化、解析を行うインターフェイスを指す。ミッションは、データの収集であり、

現場の点検データを２０年分収集し、見える化している。なお、米国における“橋

梁”の定義は、『車が通る、20FT(約６ｍ)以上の長さのもの』で約６１万橋が対象。 
連邦法において、基本的に２年ごと(特例で４年ごと)の橋梁点検を義務付けており、

橋梁管理者はFHWAに点検データを送らなければならないとしている。以下のような

プラットフォームがある。 
  NBI（National Bridge Inventory）：国家橋梁台帳を整備している 
  NBE（National Brigde Element）：橋梁諸元情報 
  LTBP（Long Time Bridge Performance）：非破壊検査情報 
上記のプラットフォームを作った理由はリサーチャーを対象とした活用を想定してい

たが、実際はいろいろな人が使っている。 
このプラットフォームでは、グーグルマップを使った橋梁位置のマッピング、各橋梁

の部材レベルでの点検結果を入れる（NBE）。CS1(=Good)～CS４(=Severe)による橋梁

のコンディションステージのレベル付けを実施している。それによって部分的な定量

的な判定結果だけではなく、橋梁の全体的な状態を把握することが可能となった。 
点検については、従前の点検結果（判定）は、点検者の判断によることが大きく、点

検員の考えによって判定が異なる欠点がある。これには非破壊検査による点検データ

も追加している（LTBT）。今後は橋梁の３Dモデルと劣化に対する予測モデルを構築

し、予測の推定結果のデータも入れる予定である 
 

≪質疑≫ 
  アコースティック検査は何を調べるためのものか 

⇒ 層中の浮きを検知する（スラブを想定）。非破壊で、非接触型と比較して、接触

型は測定の速度が遅い、誤差が大きい、コストがかかるという課題がある。 
  ドローンによる画像分析の結果、データやセンシングデータ等による点検結果が、人

による目視点検の代替なるための条件/目標（同等とみなせる技術的/数値的条件等）

は考えているか。日本においては、橋梁Co構造物に対し0.2mmのひび割れが検出でき

るかどうかを設定している 
⇒ アメリカは目標値を定めていない。この技術は、既存の点検を補完する技術と位

置付けているため。逆に質問だが、鋼材に対しても0.2mmのひび割れの検出を狙って

いるのか。⇒ 鋼材は基本的に塗装をしてあるので、塗膜割れなのかひび割れなのか

の判別が人でないと厳しい。また、ひび割れについてもヘアークラックは構造上の欠

https://infobridge.fhwa.dot.gov/Data
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陥ではないことがほとんどであり気にしない。鋼材のひび割れは亀裂であり、どの部

材のどの箇所の発生であるかが重要であり、技術者によって原因を考え判定してい

る。よって、現状においては、まず、一次スクリーニングとしての活用となる 
  ２０年間、データを溜めることのよってどのような活用を考えているか 

⇒ １９８３年より橋梁の台帳データ（諸元データ）の収集を連邦法で制定し、３６

年集まっている。なお、２０１５年から点検データ等の部材ごとのデータを集めてい

る。よって、これから、今後２０年間、点検データや非破壊検査データを収集してい

く計画であり、収集したデータ具体の活用は、今後検討していく段階である。上記の

ような状況下なので、収集するデータの種類は近年増えているが、増えた点検項目分

のデータは過去の分が存在しない。部材ごとのデータは、３回目のデータの収集とな

っており、データ値が安定してきている。また、非破壊検査データはすべての橋梁を

対象として実施しているものではない。 
  データのストレージ方法と点検の写真データが点検結果と紐づいているか 

⇒ ストレージ方法はアマゾンのクラウド（AWS）である。写真の点検結果との紐づ

けは、まだ実施していない。 
  “１００年橋梁のプロジェクト”のデータのアップロードの状況は分かるか 

⇒ プロジェクトの存在は分かるが、データの扱いの詳細を把握している者はここに

はいない 
  非破壊検査のデータは建設時からとっているものか 

⇒ 建設時ではなく既存のものに対してである。非破壊検査のデータはAIによる分析

を想定しており、アルゴリズムの構築に際しては、既知の取得できるデータを教師デ

ータとしてモデルを構築し判別結果を算出、現場の人による点検結果と比較し、精度

を上げることを考えている。 
  構造物のレベル付け（CS１～４）について技術者の判定結果が入っているか。人の判

定結果が入っていると定量的なものとならないのではないか 
⇒ CS１～４については、点検結果の報告に基づくものではなく、別の成果品とな

る。点検結果の報告については、橋梁の所有者（各州や自治体等）が持っているもの

であり、それは公表していない。 
  AWS(アマゾン クラウド)に対するセキュリティーについて、考慮していることはある

か 
⇒ 基本的にAWSにあげているデータは、一般に公表しているものまたはリクエスト

されたら出さなくてはならないもいのである。点検結果のデータは各州の持ち物であ

りAWSにあげていない。 
 
NEXCOプレゼンに対する質疑 
  Co床版下面点検のスパーダ―eyeについて、そもそも橋梁の下面は確認できるものな

のか。アメリカでは床版下面は鋼版等で覆われている場合が多い 
⇒ 日本においては、大半の橋梁は床版下面を確認できる状況である。 

  笹子TNの天井版落下の事故の原因は接着アンカーと記憶しているが、原因の詳細は？ 
⇒ 接着アンカーについて、接着力の基準が無かったこと、接着アンカーの信頼が曖
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昧なままアンカーに対する具体の点検方法(確認方法)を設定していなかったことが原

因である。 
⇒ アメリカでも類似の事故がボストンのTNで発生しており、同様に品質の基準が無

かったことが、当時問題となった。アメリカではその後、アドバイザリーの提言文章

として基準を作った。また、吊り下げタイプの接着アンカーの使用を禁止とした。

（火災による強度の低下も心配されることから） 
⇒ 日本においても同様な基準を制定し、天井版は基本的に撤去している。 

  今回プレゼンのあったほかに非破壊検査の事例はあるか？ 
⇒ 赤外線によるTN空洞調査/橋梁橋面部からの床版上面の損傷把握や、地中レーダ

ー（電磁波）による舗装路面下の空洞調査等がある 
  赤外線/高解像度カメラ/UAVについてマニュアルは制定しているか 

⇒ NEXCOにおいて制定している（日本語のみである） 
  非破壊検査等の最新の点検技術について、現場に展開すると、マニュアルのみでは使

い方や操作上のエラー対応等の問題/課題が出てくるが、日本ではどうか？ 
⇒ 新技術についてはモデル現場を設定し、試行/検証を経て課題や問題を抽出し、機

能の改善やマニュアルへの反映を実施し、導入している。また、導入後も適宜、機能

の改良やマニュアルの改善は行っている 
  赤外線技術について、放射線を入れると反応が明確に現れることが確認されている

が、日本でそのような事例はあるか？ 
⇒ 日本では、放射線を活用したものは実施していない 

  ５年ごとの近接目視点検の他に点検は実施しているか 
⇒ ５年ごとの点検においては目視の他に、触診/打音も行っている。また、１年に一

回、構造物の全体の状況の把握を目的とした基本点検や、地震や基準値を超えた降雨

等の災害時に緊急的な点検を実施している 
  非破壊点検査に対する検証として、破壊(コア抜き等)による確認も行っているか 

⇒ 非破壊検査はスクリーニングとして実施、問題のある箇所はコア抜き等の詳細な

調査/確認を実施している 
  TNにおける赤外線の検査は温度が重要であるが条件はあるか 

⇒ １日の温度差がある日（時期(秋が多い)）や地域を考慮し設定している 
  赤外線は深さ方向ではどの程度までの変状を把握できるか 

⇒ ５cm程度の深さ方向まで確認できる 
⇒ Co構造物は鉄筋の位置までの変状を把握しないと意味がないと思うが 
⇒ 鉄筋のかぶり（床版では45mm）を考慮すると活用できる技術と考えている 

  CNNの技術について、参考文献（論文 等）を教えて欲しい 
⇒ 喜んで対応する（後ほどメール：長谷山先生より) 
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（３）試験室案内 
  RABITの実機 

 
  表層～サブ表層の検査 
  ３００ｍを３時間で調査完了する（セットアップ時間込み） 
  交通規制が必要 
  コンクリート向けであり、アスファルトのオーバーレイがされている場合は電気

抵抗率の関係で非対応である。 
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  PC橋梁桁鋼材漏洩磁束探査機械 

  

  桁の断面変化に対応する形状にはなっていない。PC鋼材の破断箇所をモニターで

チェック、破断している場合は磁界が変化する。障害物はよけて移動する。 
 

  超音波接触型点検装置 

 
  接触型超音波検査装置、縦横の枠は、これに沿って移動する可動装置。 
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３．６ ペンシルバニア交通局へのヒアリング 

 
Penn DOT 出席者（写真 3.4.1） 
Lous Ruzzi（District Bridge Engineer）、 
Eugene Clifton 
（Assistant Tunnel Maintenance Manager）、 
Jay Yusko 
（Constructability Review Manager）、 
Shane Szalankiewicz 
（Structure Control Engineer）、 
Jonathan Moses （ District Geotechnical 
Engineer）、 
Keith Cornelius（Project Manager） 
（他２名） 
 

 
PennDOT のトンネルの管理、点検、研究について； 
トンネル保全課長補佐 Eugene D. Clifton 氏より 
Operations, Inspection and National Research at PennDOT’s Tunnels 
Eugene D. Clifton   Assistant Tunnel Maintenance Manager 
 

T20 でのトンネルの定義；トンネルは道路交通のための坑門から坑門までの交通ア

クセスの制限された閉鎖された空間、構造種別や建設方法に関係なく、所有者の決定に

基づき、照明、換気、防火システム、緊急避難機能を含む、特別な設計を要するもの。 
トンネルという言葉は、NBIS により点検される橋梁やカルバートを含まない。 
 
 

（１） 維持管理の経緯と現状  
PennDOT District11 では 4 つのトンネルを管理している。 
 
•Fort Pitt Tunnel (I-376) –ADT 82,160 
•Squirrel Hill Tunnel (I-376) –ADT 101,3.45 
•Liberty Tunnel (SR 3069) –ADT 38,034 
•Stowe Tunnel (SR 3092) –ADT 7,200 
 

このうち、Liberty Tunnel を例として、維持管理の経緯と現況を説明する。 
Liberty Tunnel は、1924 年に事故があり、カーソンストリートまでのトンネルが渋

滞し、運転者がパニックとなった。３３名が煙に巻かれたが、この中には警察や野次馬

が含まれていた。消防や炭鉱事務所の職員が救助した。こののち、１９２４年９月から

換気システムが運用されるようになった。（写 3.4.1） 

写真 3.4.1 Penn DOT 出席者 
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写真 3.6.2 現在の Liberty トンネルの様子、右はトンネル中央部の換気制御施設 

 
トンネル管理は SCADA システムが使用され、換気のほかに、ドライパイプ、等様々

な施設が作られ、新たに２０１９年からは、自動消火栓制御、AM/FM ラジオ介入、非

常用スピーカーが追加された。 
全てのトンネルの各装置は、コンピューターで制御され、カメラにより交通状況やイ

ンシデントを検知できる。トンネルの照明の照度も調整できるようになっている。また

非常用バックアップ発電装置があり、換気や照明の電気を供給する。また AM/FM ラ

ジオからブレイクインできて、緊急メッセージが流れるようにできる。これは T20 に

基づき行われ、米国で最初に実施された。 
米国でも欧州でも、トンネルの緊急避難が重要な課題となっている。トンネル内火災

は、非常に死亡事故につながりやすく、かつ交通の通っている中で、煙による視界不良

の中の避難となる。 
そのため、Liberty トンネルでは、実際に事故が起きた時によりよい対応ができるよ

う火災を想定した３つの緊急避難のシミュレーションを年 3 回から 4 回ほど行ってい

る。 
トンネルメンテナンスについて、ここは Allegheny County に属しており、２４時間

３６５日、６７名の職員、５台の牽引車量と２台のフラットベッド牽引車、４台のクラ

ッシュトラック、1 台のウォッシュトラックにより維持管理を実施している。 
メンテナンス組織としては、トンネルは完全に独立している。 

 
また、トンネル内にはWaze のビーコン（写真 3.6.3）

が、75 フィート間隔で設置され、GPS をサポートし、

トンネル内の位置把握に使用される。 
 
 
 
 

写真 3.6.3 Waze のビーコン 
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写真 3.6.4 は、ピットトンネルの上からの

写真で、視察を実施した箇所である。右側

が携帯電話用のアンテナで、始めは 16 本

あったが、現在は 3 本になっており、費用

も減少している。ライセンス費用は年間 2
万 5 千ドルである。 
 
 
 
 

写真 3.6.4 ピットトンネル 
 

なお、ターンパイクに関しては、様々な管理者がかかわっており、効率的な管理を行

うため、交通事故管理システムがあらかじめ計画調整されている。目的は安全な処理と、

事故の処理時間の軽減と影響の軽減である。 
事故対応者の死亡事故は、警察 10 名、消防レスキュー4 名、牽引車量や現場復旧作業

者 40-60 名、DOT、公共機関、セーフティサービスパトロールの移動専門家数名とな

っている。 
 
写真 3.6.5 は牽引車量に気が付かなく事故を起こ

した車両である。 
2019 年は、すでにファーストレスポンダーと牽引

オペレータが 9 人亡くなっている。 
二次事故は、事故現場や渋滞後尾で起きる事故

であり、これには、一時事故の逆方向からの事故

も含まれる。 
渋滞の 25％は事故によるもので、時間や生産性

の損失、物流やサービスの費用増加、燃費の増加、

品質や環境への影響、管理機関のネガティブなイ

メージにつながる。 
 

 
 

写真 3.6.5 事故状況 
 

ピッツバークトンネル交通事故マネージメントチーム（TIM：Pittsburgh Tunnels 
Traffic Incident Management Team ） は 、 1st responders, PennDOT, local 
municipalities, tow companies, PSP, utilities, and other stakeholders がチームとし

て機能する。レスポンダーの安全確保、迅速な処理、迅速で信頼性のある相互コミュニ

ケーション、共同作業学習及び訓練実施、処理後の反省実施を行っている。 
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写真 3.6.6 クラッシュトラック 

 
写真 3.6.6 は、クラッシュトラック（スコーピオン：日本での衝突防止用の標識車）で、

牽引トラックの対応時の二次事故を防ぐ。3つのトンネルには、このようなクラッシュトラ

ックを用意しており、それぞれ電光表示がついている。 

 

トンネルプロジェクトの費用は、これまで全部で 163 百万ドルとなり、そのうち、2015
年にはピットトンネルの天井版を撤去している。現在トンネル改修の 60 百万ドルのプロジ

ェクトが進行中だが、これまでの莫大な費用投資を考え、費用を抑えるための検討を行いな

がら進めている。 
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写真 3.6.7 Liberty トンネルの改良前後 

 
写真 3.6.7 に、Liberty トンネルの改良の前と後を示す。坑門と内部で、特に内部の照明

が改良されている。 
 

  
写真 3.6.8 Liberty トンネルのウォータージェット 

 
写真3.6.8は、ウォータージェットによるトンネル表面コンクリートの撤去を行い、塗

装で、防汚と火災への対応を考慮して施工したものである。 
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写真3.6.9は、Squirrel Hill トンネルで

の、床版の改良の様子を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真3.6.9 Squirrel Hillトンネルの床板改良 

 

  

写真3.6.10 Fort Pittトンネルの天井版撤去 

 

写真3.6.10は、Fort Pittトンネルの天井版撤去の様子である。 

トンネルによっても違うが、Fort Pittトンネルの換気システムでは、ファンを追加す

ることで、中央部でも基準を満たすように改良した。 

 

 

 

写真3.6.11 Fort Pittトンネルの実験 

↓中央分離帯 

↓上下線の分離 
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写真3.6.11は、トンネルの実験で、双方向の交通分離により、容量を増やすものであ

る。Fort Pittトンネルは、当初３本のチューブで設計された。真ん中のトンネルはリバ

ーシブルにして、朝夕で方向を変える計画であった。この区間は現在でも渋滞のひどい区

間である。 

T20のトンネル委員会は、2005年に設立された。トンネル技術者ばかりでなく、橋梁技

術者も含まれている。 

AFF60のトンネル委員会とも一緒に活動するとともに、年に二回ミーティングを行って

いる。ひとつはワシントンDCのTRB委員会で実施している。 

【AASHTO COBS T20小委員会とは】 

•2005年に設立 

•均一なトンネル標準の必要性により設立 

•目的： 

–研究の機会を特定して追求し、研究や新興技術を州や他のユーザーに提供する 

–FHWA、AFF60トンネル委員会、およびその他の機関と協力して、トンネルの設計、建

設、保守、検査、および運用におけるベストプラクティス/ガイドライン/仕様を策

定する 

–他の国内および国際トンネルグループとのコラボレーション 

【完了した研究】 

•AASHTOトンネルマニュアル 

•TOMIEマニュアル（トンネル運用保守点検および評価） 

•SNTIマニュアル（国家トンネルインベントリの仕様） 

•高速道路トンネルの緊急標識とマーキングシステム 

•トンネルのLRFD設計マニュアル 

 

 

写真3.6.12 トンネルの非常標識例 
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写真3.6.12は、Emergency Signである。異常事象があった場合はラジオ等で知らせる、

LRFDは設計のマニュアル、SNTIマニュアルは点検のマニュアルである。FHWAはトンネルの

Load Ratingも求めている。 

非常出口の人が走っている標識は、緑のペイントで暗いところで光に反応する。 

 

2009年にScanが行われ、今後10年間の設計計画の調査の方針を定めたものであり、これ

は米国の国家、州、および地方の高速道路システムでの道路トンネル設計、建設、および

メンテナンスのベストプラクティスを定めた。 

 

Scanは以下に基づいて行った 

•国家標準の開発の必要性 

•範囲-州および地方の道路トンネルを含む 

•2005年の国際トンネルスキャンで特定された情報に基づく 

•（NFPA 502）などの専門技術と標準を特定する 

•トンネルインベントリを作成する 

・2011年公開 

 

写真3.6.13は、オペレーションのScan、ボ

ストンのオペレーションセンターの写真であ

る。50台のテレビがあり、事故の対応を行っ

ている。オペレーションのScanを行った。 

 

 

 

 

 

写真3.6.13 ボストンのオペレーションセンター 

 

 

写真3.6.14は、コロラドでScanを行った、

アイゼンハワートンネルである。LED照明研

究プロジェクト、残りのプロジェクトは資金

の調達が確保されれば開始される。 

 

 

 

 

 

写真3.6.14 アイゼンハワートンネル 
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T20小委員会の今後の研究としては以下である。 

 

•NCHRP 20-07運用上の緊急管理を含む、さまざまなタイプと高速道路トンネル照明シス

テムのソースを調査 

•NCHRP 14-27トンネル改善の優先順位付けと資本計画ワークショップの開発のための方

法論 

•NCHRP 20-05標準トンネル仕上げおよび保護コーティング 

•化学グラウト仕様 

•トンネル火災後の構造的損傷検査のベストプラクティス 

•FHWA –レガシー換気システムの火災サイズの現代的理解 

 

また、燃料種別による、燃料電池、LNG、リチウムイオン電池等の危険性についての検

証も行われている。例えば燃料電池車両はマサチューセッツ、メリーランドではトンネル

内を走行できない。ペンシルバニアでは、最初の議論を開始している。また消防はばら積

み車両に関心を示している。 

   

写真3.6.15 I-90での天井版崩落事故 

 

写真3.6.15は、2006年7月10日に発生したマサチューセッツのI-90テッド・ウィリアム

ズ・トンネルでの天井版崩落事故である。一名の方が亡くなり、AASHTOも含め、議論がな

された。エポキシ樹脂によるアンカー部の固定の問題から発している。 
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写真3.6.16 エポキシ樹脂の調査結果 

 

写真3.6.16は、エポキシ樹脂の調査結果である。私どものFort Pittトンネルなどのア

ンカーも同様な問題が発見され、撤去の理由となっている。 

 

トンネルScanに基づき、2010年にはAASHTOトンネルマニュアルT20の制定、等様々なマ

ニュアルが制定された。 

 

•2007：NTSB調査がリリースされ、推奨： 

–接着アンカーのプロトコルと標準 

–頭上接着アンカーの使用禁止 

–トンネル検査プログラムの法律 

–トンネル仕上げのための特定の設計、建設、および検査ガイダンスを開発する 

•2010：AASHTOトンネルマニュアル 

•2012：MAP-21法案 

•2015：FHWAの発行： 

–国家トンネル検査基準（NTIS） 

–トンネル運用、保守、検査および評価マニュアル（TOMIE） 

–Nation Tunnel Inventory（SNTI）の仕様 

•2019年1月：トンネル荷重評価マニュアルの95％ドラフトが検討中 

 

トンネル点検については、国家トンネル検査基準（NTIS）を使用しており、5日間のト

レーニングでトンネル検査官と認定され、現在10人がこの認定を取得している。なお、そ

の多くが橋梁点検者の資格を重複して持っている。 
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•国家トンネル検査基準（NTIS） 

–トンネル検査プログラム 

–国立トンネルインベントリ（NTI） 

–検査結果の報告 

–トンネル検査官のトレーニングと認定 

 

トンネルのマニュアルにはTOMIE、SNTIがある。 

これがトンネル点検の定義になる。橋とよく似ている。 

 

•TOMIEマニュアル（写真3.3.17） 

–トンネルの基礎 

–運用と人員配置 

–メンテナンスと修理 

–検査ガイドライン 

–評価 

                              

 

•SNTI（写真3.6.18） 

–トンネル検査プログラムのコーディング要件を定義 

•Inventory内訳（年齢、構造タイプ、分類など） 

•要素（土木、機械、電気、署名など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トンネルのLoad Ratingのマニュアルがレビューされている。すべての構造要素のレイ

ティングのガイダンスとなっている。 

 

•トンネル内のすべての構造要素の評価に関するガイダンス 

–トンネル構造自体 

–3 hand分析の例 

–非ライブ負荷要素 

•天井 

•換気グリッド 

•導管 

 写真 3.6.17 TOMIE マニュアル 

 写真 3.6.18 SNTI 
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D11はトンネル修復を60百万ドル目途に、それ以内で行うことを目指している。 

•2016年から17年の1ラウンド目 

–推定修理 

•クリティカル$ 0 

•優先順位120万ドル 

•ルーチン$ 277k 

•次のラウンドは2018年12月～ 

–2018フォートピット完了 

–2019リスヒル＆リバティ 

•将来のリハビリ–ストウトンネル 

–TIPへの追加を検討中 –社内またはコンサルタントによる設計は未定 

  

  

写真3.6.19 Fort Pittトンネル 天井版脱落 

 

次に点検Alertsを紹介する。 

写真3.6.19は、2007年にFort Pittトンネルでおきた天井版の崩落の事例だが、事故に

結びつかなかったのは幸いだった。これは現在までに撤去された。 
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図3.6.1 Fort Pittトンネル 換気システム修正 

 

図3.6.1は、天井を撤去した後、換気のシステムが変わり、それによる補修を行った事

例である。天井版を撤去した際に、隔壁を撤去した。（図3.4.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隔壁 
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≪質疑≫ 

 

•水噴霧装置はあるか。⇒ ドライパイプがあり、5分以内に給水され、消火はそれに接続

して消防が行う。Libertyトンネルは自動だが、他の二か所は自動でない。 

 

•TN内火災消火のシステムで話のあった“ドライパイプ”とは？ 

 通常はパイプの中に水が入っていなく、有事の際に圧をかけて水を入れて、現着した

消防がそのパイプに繋げて消火活動を行うもの 

 水が氷ることがあるので通常は水を抜いている 

 よって、立ち上げに５分程度かかってしまう 

 

•TN点検時に車両が突っ込み９名な無くなった事故の説明があったが、その後の安全対策

は取られたか？⇒ 

 ９名は、後続車によるものも含めてであった。一番危険な初期対応車の安全の確保を

重要視している 

 初期対応車となる消防へのトレーニングを強化した 

・訓練は実際に規制を張って行うのか？⇒ 

 トンネル閉鎖を行い行う。二時間くらいかかり、22時、2時、8時の3回閉鎖となる。関

係者が全員集まり行う。人数は、実際の現場で出る最少の人数で行う。 

 

•TN天井版は基本的に撤去しているとのことであったが、それは連邦全体の判断？それと

も州ごとの判断であるか？日本でも同様の事故があり、国の判断で撤去となっている⇒ 

 アメリカでは、そのTNの所有者（州や自治体）毎の判断となる 

 なお、TN天井版に関するマニュアル自体はアメリカ全体のものである 

 

・トンネルのload rating は橋梁と同様なものか。⇒ 同じ考えで、トンネル頂部、側壁

に対し評価を行う。 

 

・トンネル床版を補修していたが、理由は盤膨れ(ヒービング)か、⇒ 老朽化である。表

面のみを補修している。 ⇒深さは ⇒ 4インチ 

 

・朝夕で交通の流れを変えて行う試験の内容は。⇒ 本来3チューブで真ん中のチューブ

を朝夕に交通量の多い方に運用する予定だったが、予算不足で2チューブとなったため、

できなかった。 

 

・マニュアルは州のものか、全国のものか⇒ アメリカ全体のものである。 

 

・天井版固定の方法は ⇒ Fort Pittトンネルは、80年に事故があり、補強を行った

が、結局天井版を撤去し、残っているものも別の固定方法に変えた。 
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（２）トンネルの非破壊検査試験の試行 
 
 10:00～(TN点検センシング技術の取組) 

 Jonathan Moses, District Geotechnical Engineer 

PENNDOT Experience with NDT Testing on Tunnels in Pittsburg 

•NDT Providers (赤外線レーザスキャン) 

 

■トンネルの非破壊検査試験  

D11は３つの郡と１トンネル組織からなる。PennDOTは州所有の４つのトンネルと、ロー

カル所有の3つのトンネルを管理している。 

NDTの点検を試験したトンネルは、Libertyトンネルと郡所有のArmstrongトンネルの２つ

である。 

 

Libertyトンネル（写真3.6.20）は、RC現場打ち、

26年に建設、2方向片側２車線、日交通量は片側で

17,652台である。 

 

 

 

写真3.6.20 Libertyトンネル 

 

Armstrongトンネル（写真3.6.21）は、RC現場打、タ

イル被覆の27年建設、2方向片側２車線、日交通量片側

9,230台。91年に設計を行い、来年より補修が始まる予

定である。 

 

 

 

写真3.6.21 Armstrongトンネル 

 

FHWAからの助成により、SHRP2プログラムに基づく、NDT（非破壊試験）を実施した。

Mackin Engineeringを点検コンサルタントとして使用し、非破壊試験を実施。試験は

Penetradar、AID、Mackin Engineeringにより実施した。 
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写真3.6.22 Libertyトンネルの建設時の様子 

 

写真3.6.22が、Libertyトンネルの建設時の様子である。 

 

NDT試験は以下の通りである。 

 

NDT Methods used at Liberty: 

  •Ground Penetrating Radar (GPR)  地中レーダー 

  •Infrared Thermography (IRT)  赤外線サーモグラフィ 

  •Impact-Echo (IE)*   インパクトエコー 

  •Ultrasonic Seismic Waves (USW)* 超音波地震動 

  •Portable Seismic Property Analyzer (PSPA) ポータブル地震動特性解析装置 

  •Hammer sounding and coringハンマリング及びコア （従来手法） 

 

 

図3.6.2 GPRスキャン位置 

 

ハイスピードスキャニングにより、GPR、IRT、ビデオ画像撮影を行い、GPRはマルチパ

スの試験（図3.6.2）を行い、IRT及びビデオについては、それぞれのトンネルで３パスを

行った。測定は時速５マイルで実施した。 
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写真3.6.23 AID(Advanced Infrastructure Design) 

 

AID(Advanced Infrastructure Design)は、ドイツのSPACETECの機械を用いIRT及び３D

レーザースキャンの試験を行った。浮き、剥離、クラック、エフロレッセンス、漏水の検

知を行った。（写真3.6.23） 

 

  

写真3.6.24 PSPA 

 

PSPAは、IE(インパクトエコー)、USW(超音波)解析を行った。試験グリッドは、10イン

チ間隔で垂直方向に９か所、試験個所は189で、全部で５時間かかった。（写真3.6.25） 
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写真3.6.25 物理試験（従来手法） 

 

写真3.6.25が物理試験で、従来のハンマーによるサウンディング試験が高所作業車

(bucket truck)により実施。ロータリーパーカッションツールが健全部に使用された。コ

アサンプリングが3＋475地点(健全部)、3+321(不健全部)で実施した。 

 

 

図3.6.3 変状マップ 
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フィールドワークは２０１５年に夜間通行止めで実施した。一般交通への影響を最小と

するため夜間の実施となった。９月の１日がSPACETEC、４日がPenetradarに充てられた。 

Penetradarにより、この変状マップ（図3.6.3）が作られた。これには、浮き、剥離、漏

水箇所が示された。赤が最も悪い箇所である。 

表3.6.1 従来の手法とGPRの比較表 

 

 

表3.6.1は、従来の手法(サウンディング)による点検と、GPRの結果を比較したもの。浮

き(Delamination)と空隙(Void)を比較している。 

 

 

写真3.6.26 AIDの結果 

 

写真3.6.26は、AIDによる、３Dレーザーとサーマル画像の覆工表面の展開図を示す。白

が照明で、それ以外でコンクリートの様子を示す。 
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図3.6.4 50フィート間隔の変状面積 

 

図3.6.4は、５０フィート間隔で、クラック、温度異常箇所、浮きを示している。 

AIDは、PSPAの試験結果からUSW法により求めた地震係数(Seismic Modulus)を表にし、従

来のハンマリング試験と比較し、地震係数が2,750ksiより小さい場合は、浮き

(delaminate)があると結論付けた。 

 

 

 

図3.6.5 浮きエリアのコンター図 
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AIDはUSW検査により求めた弾性率、並びにIEによる浮きのエリアをコンターにより表し

た。（図3.6.5） 

結果として、従来の物理点検とNDT試験の比較により、GPRの結果は、ハンマリングのサ

ウンディング試験結果と良い相関があったが、トンネル中央部でのPenetradarのデータお

よびSPACETECのIRT試験結果は、温度差が無いため有用なデータとはならなかった。 

PSPAの試験はハンマリングサウンディング試験とよい相関があった。 

 

結論をまとめると、 

 Penetradarは、浮き、湿度、空隙に関する変状の検知に有効である。 

・PenetradarのGPR/IRT/Videoの組み合わせは、表面、覆工の内外の変状の検知を可能と

した。ただし、薄い浮き(±1インチ)についてはGPRによる検知が困難であった。 

・GPRは鋼製覆工やスチールファイバーによる補修個所には用いることができない。ワイ

ヤーメッシュ繊維補強については以下についてベンダーとの議論が必要である。 

 SPACETECの3Dレーザー・スキャン/IRT/Videoの組み合わせは、クラック、タイル剥離、

漏水にかかる変状の検知に有効であった。ただし、SPACTECのNDTの組み合わせは、覆工を

通した変状の検知に有効でなかった。 

 PSPA試験は、有効であったが、ただし、実際的に小さな限られた範囲についてであっ

た。 

 Delam2000は広い範囲のサウンディングに有効である。ただし、手の届く範囲外の

keel/paintの範囲を区分するのが困難である。 

 坑門近くを除き、IRTは延長の長いトンネルでは、比較的良い条件であっても、有効とは

言えない。温度差が非常に重要である。ただし、コロラドでは使用されている。これは、

トンネル延長があまりないからである。 

 IRTは、湿潤箇所、タイル覆工(比較的薄い)については有効な手法である。 

 IRTは異常の存在を示すことだけはできる。ただし、種別や程度がわからない。 

 NDTの手法に寄らず、ある程度の物理点検が必要。 

 浮きの深さに関する問題はあるが、GPRがベストな方法である。 

 

試験方法とその費用についてだが、Penetradarは＄126,598、SPACETECは＄180,000くら

い、PSPAはわずかに＄14,384だが、これは試験範囲が小さかったためである。 

そのほかに、交通規制、高所作業車、等の費用が掛かっている。 

Libertyの通常の点検は＄51,000だったが、Pentradarを入れた試験はその倍となった。

SPACETECは通常点検より25％大きくなった。 

 

 

•コスト 

 GPR(scanning＆report)→ ＄５６,５３３ 

 IRF(scanning＆report)→ ＄３８,１８０ 

 Video(scanning＆report)→ ＄２６,２７５ 

 Mobilization → ＄５,６１０       total →＄１２６,５９８ 
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≪質 疑≫ 

 

•TN覆工背面の空洞は検知できる技術か？ 

⇒有るか無いかは分かると思うが、その大きさ（深さ方向）は分からない 

 

•クラック検知の解像度はどれくらいか ⇒ 解像度は非常に高いものを使用している。 

 

•紹介のあった点検技術によって、点検はどう変わっていくと考えるか 

⇒人の点検はずっと残っていくものと考えている 

⇒あくまで点検に対するサポートシステム(技術)という位置づけである 

⇒実務導入までには、もう５年ほどかかると考えている 
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（３）ドローン活用の取り組み  ペンシルバニア交通局（意見交換） 
 
日時 10 月 3 日 9：00～16：00 
場所 Pennsylvania DOT District 11 

（ペンシルバニア交通局ディストリクト 11）：Pittsburg 
相手方： 
Lous Ruzzi（District Bridge Engineer）、 
Eugene Clifton（Assistant Tunnel Maintenance Manager）、 
Jay Yusko（Constructability Review Manager）、 
Shane Szalankiewicz（Structure Control Engineer）、 
Jonathan Moses（District Geotechnical Engineer）、 
Keith Cornelius（Project Manager） 
 
１）ドローンの取り組みについての概要 
プレゼンター：Jay A Yusko, Constructability Review Manager 
プレゼン名：District 11  UAS Program Summary 

 
人間の近づけない場所でのデータ取得

を目的とし、PennDOT のパイロットプロ

ジェクトとして、UAS(Unmanned aircraft 
system)の業務への利活用の検討が進め

られている。 
ペンシルバニア航空局（Pennsylvania 
Aviation Bureau）が作成した規定では、

法的な取り扱い並びに秘密保持の規定

がある。同時に DOT で、UAS を操作す

る職員の資格や待遇について検討して

いる。またドローンの取得する莫大なデータは、高解像度カメラなら、テラバイトレベルの

データがあり、これに対処する方法(データ保存も含めた)も課題である。 
現在、ペンシルバニア DOT の District1（D1）と District11(D11)が、UAS の能力評価と把握

対象に関する飛行試験ミッションを有している。 
Federal Aviation Administration(連邦航空局)は民間または政府機関に対し、航空宇宙システム

(National Airspace System)の重さ 55 ポンド以上の UAS を操作する場合、107FAA ライセンス

を取得することを義務づけている。 
トレーニング及びライセンス取得のプロセスでは、ドローンの航空物理的挙動、気象システ

ム、航空区分(Airspace Classification)、FAA 規則及び法律、パイロットに影響を与える心理

要因、安全及びクルーのリソース管理に関する広範囲な知識を求めている。 
D11 は現在、FAA107 のライセンスを取得している 4 名のパイロットを有し、14 のミッショ

ンを実行中である。 
こちらが航空区分(Airspace Classification)で、この管轄のところに入るときは、管轄の指示に
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従い実施するようになる。 
この D11 地区はほとんどがピッツバーグ空港の範囲に入っており、空港管轄区域での規定

の遵守が非常に重要となる。 

 
Class A：上空 18,000ft 以上の全範囲 
Class B：大規模な国際空港付近 
Class C：比較的大きな空港周辺。ピッツバーグはこの範囲に入ると考えられる。 
Class D：Tower が管轄する空域 
 
橋梁点検でのドローン利用については二つのカテゴリーがある。一つは緊急橋梁点検で、イ

ンシデント発生により緊急でデータ収集が必要な場合である。写真は、Liberty 橋の塗装火

災での写真で、この場合、安全を確保しながらデータ収集する目的でドローンが使われた。

緊急の場合に UAS を使う判断、どのような許可が必要かの事前の情報が必要となる。 

 
もう一つは、通常の橋梁点検への利用である。様々なチャレンジがある。GPS 信号は構造物

の下で無くなる。突風や桁や下部工への衝突、が UAS の飛行の大きな障害となる。このた

め、目視によるパイロット(PIC(Pilot in Command))のアシストが不可欠である。視界がある

ことが非常に重要である。以下の項目は橋梁点検に UAS を使用する場合特に考慮する必要
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がある項目である。私たちは DJI を使用している。 
  構造物との接触による UAS の破壊を防ぐ、プロペラガードまたはケージ 
  支承、構造材料、床版下のような対象を下から上方向に見る、チルト機能の付いたカメ

ラ 
  構造物下の暗いあるいは低照明条件での LED ライトまたは高感度カメラ 
  GPS 信号のない場合のホバー安定センサー 

 
これは、エリザベス橋で、非常に老朽化しており、UAS による操作による点検を試行した。 
ドローン調査の一部を紹介。(デモ画像) 
左側が工事中、ケーブルも近いため、それほど近くまで接近していない。 
これは GPS 信号のない場所での試行。これは 100 フィートの高さでの試行。 
交通の上で飛ばせないなど、注意している。 
現在のドローンは、上向きにカメラを向けることができないもの。ここ 4 年 5 年で性能が

非常に上がってきている。 
 
≪質疑≫ 
  今後のドローンの活用についてどう考えている？ ⇒ 事故の検証に加え、基本的に

橋梁点検車が使えないような個所や複雑な個所の、見えない箇所を確認することへの

活用を考えている。また橋梁点検に対してはまずは短い橋からの活用を考えている。ク

ラックの検出まではまだ技術が追い付いていない。今後ドローンによって得られる情

報に対し、何に使えるか、どこまで使えるかを検証し進めていく予定である。 
ミネソタでは GPS のないものを短い橋梁の点検に利用している。ドローンは低く構造

状態の良い橋梁には使用できると思う。しかし、まだ、クラックの測定や変状の判定に

はまだ使用できない。 
2020 年から、どこまでドローンで行うか、人で行うかのシステムを立ち上げてゆく予

定。マニュアルはこれから整備してゆく。 
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２）事前質問に関する回答 
プレゼンター：Keith Cornelius, Assistant District Bridge Engineer 
プレゼン名：District 11-0 Bridge Management 

 

  インフラの管理手法 

  インフラの管理業務フローは、どのような資

料やマニュアルに規定されているか。 

  Publication 238 Bridge Safety 

Inspection Manual 

  Bridge Maintenance Manual 

  Design Manual Part 4 

いずれもネットから入手可能 

  点検や補修後の監視（モニタリング）はどの

ように行っているか？ 

  課題が発生してから点検頻度を増やすこ

とができる 

  補修優先度の上位のものを対象 

  建設プロジェクト完了後の最終点検として 

  ドローン 

  定期点検にドローンを使用する場合の障害は 

まだドローンの点検への活用については、飛ばせる環境や条件の把握や、撮影画

像データの取得を中心にとれるデータの内容/精度等を確認している段階であ

り、具体の活用やその課題の抽出までは至っていない。橋梁点検基準(NBIS)や

PennDOT 基準は、ドローンによる点検を有効な手法として採用していない。ま

た、最低でも 6年ごとの実地点検を必要としている。 

  そのような点検方法は、近接目視と同等に扱われるのか 

少なくとも現在ペンシルバニアでは扱われていない。 

  目視点検に代わる最新技術の導入を妨げるものは 

法律基準と予算 

  データの保存方法 

  トンネルや橋梁の点検データの管理様式は、全国統一の FHWA の指示に従った電子

化された様式なのか。また、そのデータの更新や一般への公表について教えて欲し

い。 

FHWA は構造物に対する報告と点検の実施を義務化している。しかし、様式は問わ

ない。 

  またそのデータは定期点検(routine inspection)ごとに更新されるのか。 ⇒ 

Yes 

  また、写真や図面のデータも含まれるのか。 ⇒ Yes 

BMS2 のデモ 
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  データの利活用 

  橋梁やトンネル、舗装等の点検データ等を一般に公開しているか。 

点検報告書は、州の情報公開法により公開されている。しかし、実際の点検員の名

前、構造物の Load Rating、破壊危険部材に関する重要なデータは削除されて編集

されている。 

  その場合どのような効果が得られているのか。 

ポジティブかネガティブかについての効果については把握していない。 

  日本では PDCA による維持管理サイクルを意識した取組を行っているが、予算の関

係もあり円滑に進まない場合がある。米国では点検データと補修への維持管理サ

イクルがうまく繋がっているか。 

米国では、橋梁の維持管理システム(BMS：Bridge Management system)があり、そ

れを活用して、橋梁補修の優先順位と各々の橋梁の補修計画を立てている。 

  アセットマネジメント 

  データの結果により、点検や補修の優先計画判断を自動で行う仕組みとなってい

るのか。また米国での維持管理サイクルと点検データの結果をどう補修に結びつ

けているかについて教えてほしい。 

優先度決定会議、それぞれの橋梁計画(District11-0)、橋梁アセットマネジメント

システム(州全体)において決定する。 

 

≪質疑≫ 
  点検の頻度で２年と６年のキーワードが出たが、違いは何か 

⇒ ２年ごとに行うのは目視を中心とした状況の把握であり、６年ごとに行うものは、

テストハンマー等を用いてより具体的に詳細に実施するものである。また、２年、６年

というのもきっちりその期間で行うものではなく、橋梁の変状等の状況に応じて臨機

応変に、それ以内の期間を設定して実施しているのが実態である(最短では３か月後に

再度点検を実施した事例もある)。なお、期間の設定の応用について具体に定めたマニ

ュアル等は整備されていない 
  点検実施者はエンジニアなのか？ 

⇒ 点検の資格等が整備されており、実施者は３週間のトレーニングも受けたエンジ

ニアが実施している 
  点検データの保存方法は？(ストレージ方法、クラウド 等) 

⇒ 点検データは PDF が基本であり、クラウドではなく自社持ちである。 ただ、保

存方法は点検を実施する(請け負っている)業者で決まる部分があり、マイクロソフトの

クラウドになる可能性もある 
  現場点検員の１Party の人員構成は？ 

⇒ 大きい橋梁は５人だが、通常２人が基本である。 
  点検データの公表はいつから行っている？ 

⇒ ５年前からである 
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  その５年間で、点検データの公表による問題はなかったか？ 
⇒ 点検データは、構造物の変状情報というネガティブなものであり、その表現方法に

よる受け止められ方の相異によって、トラブルのような状況になったことはある。(こ
んなに損傷しているのになぜ直さない？危ないじゃないか？何をしている？ 等々) 
(PenDOT より) 点検データの公表は十分慎重になった方がいいと思う。ただ、連邦と

してはデータをクリアにする(公表していく)ことがスタンスである 
  点検は、ほぼ外注(アウトソーシング)なのか 

⇒ 基本的に５年契約の外注での実施が主である（緊急時は PenDOT 職員も出動）。橋

梁は８５％が外注で、TN は１００％外注である。ただし、災害や事故等による緊急の

点検は直営で行う 
 
３） 現地視察 
(PenDOT 管制センター見学) 
  １１人、24h 体制で業務を実施 
  ３００台のカメラ（パンおよびズームが可能）で監視 ※ボッシュ社製、100 倍ズーム、

$5000/台 
  警察は別であり、都度、電話で連絡を取り合う 
  交通情報の地域への情報提供として簡易なラジオスタジオがある 
  映像は保存していない 
 
(FORT Pitt TN 見学) 
  ピッツバーグの街への玄関口となる TN であり、供用開始から６０年たっている 
  電気システムは冗長化されている 
  車の排気性能がよくなり、排気ファンの稼働量が減った 
  入口側、出口側それぞれに車両の監視部屋があり、入口３人＋出口１人体制で監視 
  事故対応用のレッカー、標識車を配備 
  本線にある信号を赤にして、横断していた 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3-85 
 

３．７ 所感と提言 

 

米国高速道路 AI 技術活用動向調査 所感と提言 

北海道大学 数理・データサイエンス教育研究センター センター長 / 教授 
長谷山 美紀 

１． 米国における AI 活用の状況についての所感 

(1) 概要 
今回実施した「米国高速道路 AI 技術活用動向調査」では、米国の高速道路維持管理に

おける AI 技術活用として、研究開発事例だけでなく実業務への試行的な導入事例も確認

できた。ここでは、視察事例を 2 つの視点から報告し、所感を述べる。 
(2) AI 技術活用の視点 
AI 技術の研究開発事例として、ペンシルバニア大では、導水路内壁の観測と三次元モデ

ル構築業務に小型ドローンを利用し、このナビゲーションの要素技術における AI 活用の

紹介があった。GPS を利用できない導水路内におけるドローンの自己位置推定とナビゲー

ションの課題において、ドローン搭載カメラの映像に対して、機械学習の適用を試行して

いた。導水路のうち、新しい構造物については、内壁に特徴点が無いために、画像タグを

内壁面に予め貼付し、これをドローン搭載カメラで撮影することによりドローンの自己位

置推定とナビゲーションを行っていた。他方、古い導水路については、内壁にリベットが

あり、これを CNN により画像特徴点として認識しながら、ドローンのナビゲーションを

行っていた。 
また、AI の実務利用の事例として、ネバダ州交通局における交通管理業務で用いられる

Waycare プラットフォームシステムを視察した。シリコンバレーに拠点を持つ IT ベンチ

ャー企業が開発した Waycare プラットフォームは、利用が開始された 2016 年以後の全て

の情報が保存されており、事故の早期発見と情報配信が可能である。一つの機能として、

交通流データに対して深層学習を適用した事故予測があり、実務への導入が試行されてい

た。Waycare による交通管理業務に対する効果として、事故の対処時間の短縮や事故予防

効果となる一次事故について 17%の減少等が挙げられていた。 
以上に挙げた事例は、「情報技術」と「インフラ維持管理」が結びついた AI 活用の分か

りやすい事例と言えよう。大変に有効な取り組みである一方で、現在の AI 研究の先端か

ら考えて、多様なデータを緻密に連携させた AI の活用には至っていない。 
(3) オープンデータの視点 

米連邦交通局研究センター（FHWA Turner-Fairbank Highway Research Center）で

は、LTBP InfoBridge についての紹介があった。これは、対象となる約 61 万橋につい

て、現場の点検データを 20 年分収集し、これらのデータを一般に向け公開している。こ

のように、構造物の状態に係るデータを含めたオープンデータ化に関する推進力は、我が

国の取組よりも、米国が一歩先を行っている印象である。 
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我が国での維持管理データのオープンデータについては、土木学会や国交省の活動があ

げられる。国の取組としては、平成 30 年 6 月に閣議決定された「統合イノベーション戦

略」を受け、Society5.0 の実現に向けた必須の社会インフラとして、国、地方公共団体、

民間などに分散管理されるデータを連携させ、分野横断での利活用を可能とするデータ連

携基盤の整備が必要とされている。これを受け、国土交通データプラットフォームの開発

が検討されている。このロードマップとしては、2020 年度頃までに、構造物データの地図

上での表示を目指し、2022 年度までに、共通語彙の整備やデータの保有機関との連携が目

標とされている1。しかしながら、インフラ維持管理における構造物の変状や診断結果など

のデータについての公開までは、明確に示されていない状況である。我が国と比較して、

米国は、オープンデータについての考え方が一層浸透しており、国民の意識も含めた社会

の醸成が進んでいると言えよう。 
 
２． 我が国の AI 活用について 

今後の我が国のインフラ維持管理における AI 技術活用について、今回の視察を通した

意見を以下に述べる。 
前述のとおり、データの蓄積については、米国でも実施され、ICT プラットフォームの

整備やオープンデータの取組が行われている。しかしながら、点検、写真データなど、多

様なデータが一元的に利用可能となる緻密な連携は実現されていない。 
例えば、今回視察した FHWA のシステムでは、データ蓄積を Amazon AWS で行ってい

るものの、点検結果と写真データとの紐付けは行われていない（視察における質疑応答内容

より）。このように、写真に対して点検記録等の属性情報の紐付けが行われていない米国の

状況においては、画像と点検記録等を統合したマルチモーダルな AI 活用は、現時点では、

実現を検討できる段階に無いと言えよう。 
 一方で、我が国では、NEXCO 東日本が平成 25 年に構想を発表し推進している SMH
（Smart Maintenance Highway）プロジェクトの中で、最先端のAI活用を実施している。

例えば、多種多様なデータの一元的な活用を可能とする次世代 RIMS の構築と、共通 API
に関する研究開発2については、AI 活用に必要なデータの蓄積・利用の視点において、米

国よりも先行している。こうした世界を先導するデータ活用環境と最先端の AI を連携さ

せ、研究推進と業務導入の検討を持続的に進めれば、我が国は、米国だけでなく世界に先

駆けて、AI 技術活用社会を実現するものと考える。 
 
 
 
 
 

                                                   
1 「国土交通データプラットフォーム整備計画」p.18 より, 

https://www.mlit.go.jp/common/001283031.pdf. 
2 T. MATSUZAKA et al., "Development of technologies on a wide variety of data: 
processing, storage, analysis and applications to achieve advanced infrastructure 
management," in The Fourteenth East Asia-Pacific Conference on Structural 
Engineering and Construction (EASEC-14), 2016. 

https://www.mlit.go.jp/common/001283031.pdf.
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インフラ維持管理の業務「点検、記録、判定・診断、計画、措置」は、データを活用す

る意思決定の連鎖（サイクル）である。これらの業務に AI の導入が進み、業務毎に蓄積さ

れるデータを連携し、一元的活用が実現すれば、データ・AI・業務の相互的な高度化が進

むと考えられる（図参照）。例えば、収集するデータが洗練されれば、それに伴い活用可能

な AI が高度化し、それに呼応する形で、これまでに無い業務改善や新たな AI を応用する

計画の立案が期待できる。 
持続的な AI の高度化の取組は、精緻な点検データの蓄積に裏付けられた、AI の社会応

用の好事例であり、我が国の強みを活かした「インフラ×AI」は、今後のさらなる加速が

大いに期待できる世界に先駆けた挑戦と考える。 
 

 
図 AI の実社会応用に必要な視点 ～ 持続的な高度化のための新たな試み～3 

 
 

  

                                                   
3 情報通信白書平成２８年度版の「図表 1-1-2-3 IoT・ビッグデータ・AI が創造する新たな価値」を背

景に引用 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h28.html 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h28.html
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≪補足資料≫ AI を用いた交通安全対策  

 

１） Waycare 社 Paul Matthew Zamsky 氏 講演概要 

２） GPS アプリ Waze について 

３） Waycare 社 Paul Matthew Zamsky 氏 講演議事録 
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（１）Waycare Zamsky 講演概要 
 
講演者：Waycare Paul-Matthew Zamsky 氏 
講演時間：12 月 2 日（月）10：00～12：00 （意見交換含む） 
 
Paul-Matthew Zamsky 氏 

 
Waycare 社の Head of Strategic Partnerships  
Paul-Matthew Zamsky は、同社の No.4 として、主に交通局等のシステム構築の責任者と

して活躍している。 
 

1. 経緯 
弊社の米国 AI 調査にて、9 月にネバダ州交通局を訪問した際、ラスベガス市の交通安全対

策に使用されている AI システムの説明があった。 
今回は、Waycare 社の Head of Strategic Partnerships である Paul-Matthew Zamsky 氏

の来日の機会をとらえ、米国での AI による交通安全対策について、さらに詳しいプレゼン

および意見交換を行ったものである。 
 

2. Waycare 社概要 
  シリコンバレーのベンチャー企業として 3 年前に誕生した。社員は 40 名、エンジニア

は 25 人ほどで、エンジニアの中の 7 人がアルゴリズムの作成を行っている。一年で 3
倍以上のペースで仕事が増えており、企業規模も拡大している。AI を用いた交通管理、

交通安全対策ソフト分野では、米国では唯一の企業である。 
  Waycare の交通安全対策のプラットフォームは、ネバダ DOT で最初に採用されたが、

フロリダ州他の州でも採用されている。現在複数の州とさらに契約を進めている。また

タイバンコクでの採用が決まっている。 
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3. Waycare プラットフォームの目的 
  道路側、自動車側から得られる膨大なデータを、AI を使うことで、オペレータだけで

は到底処理できない量を取り込み、insight（洞察）という形で、知りたいことだけを得

ることが可能となる。特に、インシデントの早期検知、事故の予防、道路上のイレギュ

ラリティの検知等を目的とする。 
  AI、予測アナリシス、ディープラーニング等を活用することで、交通管理の精度を向上

させ、リアルタイムでの様々な予測を行うことを可能とする。 
  これまで連携の取れていなかった、管制、警察、消防、緊急対応部署、がモニター、タ

ブレット等により、リアルタイムの情報を共有し、迅速な対応を一致して行うようにす

る。 
  データの多面的分析が可能となり、これまで分からなかった、要因の分析を可能とする。 

 
4. 実際の運用状況 

  車両データは Waze の車両アプリから得て、管制からのデータと併せることで、事故の

早期検知、インシデントの発見が可能となっている。 
  AI によるデータ処理により、リスクゾーンが判定され、警察車両が配置される。 
  また、集めた情報や解析結果は、直接ドライバーに送られる。 
  リアルタイムでの状況把握を行い、しかもその情報を、管制、警察、消防等が共有し、

対応している。 
  2019 年より、ラスベガスの I15 号他、南ネバダでの交通管理に導入。まだ数か月しか

経過していないが、レスポンスタイムが平均で 12 分短縮した。AI でリスクゾーンとな

ったと判定された箇所に標示および警察車両を配置することで、95％以上の車が制限

速度以下に速度を落とし、その結果交通事故が 17％減少した。 
  またデータのノーマライズ、図表作成まで行い。将来の予測も図示されるため、過去の

履歴を含む、現在過去未来の情報を同時に把握し、対応している。 
 
5. 今後の展開 

  ネバダ、フロリダ他、米国の複数の州で既に導入されているほか、それ以外の州でも関

心がもたれている。さらに、管制センターを有しない小規模な行政でも、車からのデー

タも有効活用し、ヴァーチャルな管制センターによる交通管理も検討されている。 
  海外では、タイのバンコクでの採用が決定している他、イスラエルのテルアビブでも導

入を検討している。 
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リアルタイムでの交通リスクの

標示。赤がリスク箇所 
現在の警察の位置は青で示され

る。 
 
 
また渋滞車列も標示され、後尾

対応も行われる。 
 
 
 
 
 
事故箇所の表示。 
 
事故箇所が示されている。 
 
右上は現在のライブカメラ 
右下は、事故発生時点の写真と

発生時間が示されている。 
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（２）GPS ナビアプリ Waze について 
Waze は、Google が所有する GPS ナビソフトアプリ。GPS 機能を有するスマホでもタブレ

ットでも使用可能。モバイルテレホンネットワークの位置依存情報ダウンロードを行う一

方、Turn-by-Turn ナビ情報、ユーザーからの旅行時間やルート詳細も提供する。このアプ

リは、地域主導型 GPS ナビアプリとして、自由に無料でダウンロートし、使用できる。

Google はこのイスラエル発祥の会社を 2013 年に 11 億ドルで買収した。 
ユーザーは事故、交通渋滞、スピード違反検知、警察に関する情報の報告や道路、ランドマ

ーク、ハウスナンバーなどの更新も可能である。また周辺やルート沿いにある最安および最

も近いガソリンスタンドを見つけることもできる。  
Waze は世界どこでもダウンロードして使用出来る。2018 年 11 月 10 日時点で、185 か国

で月に 1 億 1 千万人が利用。全米で 3 千万人が Waze を利用している。2 万人以上が登録し

ている国は 38 か国ある。 
日本では、車メーカー主導の情報サービスがあるが、米国ではすでに Google 主導のこのシ

ステムが先行している。 
参照： 
https://en.wikipedia.org/wiki/Waze 
https://expandedramblings.com/index.php/waze-statistics-facts/ 
 

（３）Waycare 社 Paul Matthew Zamsky 氏講演議事録 
1. 第一部 

  Waycare の会社の設立並びにその目的について述べたい。一番の目的は交通事故の犠

牲者を防ぐことで、アメリカでは年間 4 万人が亡くなっており、その数は増え続けて

いる。アメリカだけでなく世界でもその数は上昇傾向である。 
  そこで現在ますます進展している IT 技術を使って、事故を防げないかと考えた。この

ように４つのシステムで考えてみた。先ず、古いレガシーシステムであるが、これは依

然として使用されている。アメリカ独特かもしれないが、役所の組織が縦割りで連携が

取れていない。レガシーシステムのように古いシステムが残っているほか、車のデータ

等の新しいデータシステムも利用されていない。そこで、車が集めるデータを利用し、

もっと高度な技術、クラウドで利用し、そこに AI の技術も入れて、みんなで使えるよ

うにし、よりよい交通を目指す。 
  スマートカーはますます進歩し、多くのデータが車から得られるようになっている。車

以外の様々なデータソースからもデータが集まる。アメリカは市、郡、州の組織があり、

それぞれがそれぞれの道路を管理している。それぞれの相互運用性は確立していない。

車のデータ、外部のデータ（イベント、天気等）をすべて集積しシステムに入れること

ができれば、非常にインテリジェントなものとなる。しかしそのような膨大なデータを

整理するにはデータの標準化が必要であるし、そのデータをどう解釈するかの解析が

必要となる。そこに AI が活用される。 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Waze
https://expandedramblings.com/index.php/waze-statistics-facts/
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  AI を使うことで、オペレータだけでは到底処理できないデータを取り込むことができ、

そこから insight という形で、知りたいことを得ることができるようになる。 
例えば、インシデントの早期検知、事故の予防、道路上にイレギュラリティの検知が挙

げられる。システムにより見える化されたデータをインサイトとして活用することで、

管制官の仕事もより高度になる。 
  AI、予測アナリシス、ディープラーニング等を活用することで、交通管理が今より精度

が上がり、リアルタイムで様々なことが予測できるようになる。例えばそれがクラッシ

ュの予防につながるようになる。 
  これがインシデント管理、衝突事故の緩和に既に使われている技術である。南ネバダで

はこれがすでに導入されている。画面が 6 つ、システムが 5 つも入っている交通管制

センターでは、オペレータにどうしてもノイズが入ってしまう。このため、シームレス

に必要な情報が行ってくるようなシステムが必要になり、このようなシステムが作ら

れた。そして、ここで得られた情報が警察、行政で情報共有される。 
  システムを導入してまだ数か月だが非常に良い結果が出ている。レスポンスタイムが

平均で 12 分短縮された。車両のデータを使っているので、電話が無くても事故が検知

され、警察が急行でき、消防や救急活動が早くでき、その結果処理時間が早くなり、道

路の再開も早くなる。 
  また、自動車からのデータを解析することで、これまで見逃されてきたインシデントを

検知することができるようになった。道路上の障害物や車の停止やその他危険な状況

があれば、事前に察知できるようになった。 
  Waze という車両向けのアプリがあるが、これからも自動車の状況を把握することが可

能であり、Telematics というものが搭載されている自動車からは、データがそれを経

由して集まる。例えば、急ブレーキを掛けたとか、そのようなデータが集まり、AI が

それを分析し、インシデントを検知する。 
  車からデータを集めて上にあげるだけではなく、集めた情報をドライバーに送る。Waze

や 511 を使って、個人ドライバーに情報を提供する。 
  南ネバダではこのように事故のクリアも早くなったし、二次事故も減少している。この

ように交通の効率が改善された。 
  プラットフォームからドライバーこのように情報が送信される。Waze のアプリからは

どこでインシデントが発生してもわかる。グーグルもそうである。私たちはすべての

OEM にこのような手段が搭載されることを望んでいる。 
  現在は、インシデント、ハザード、渋滞についてアラートを出している。将来的にはも

っと進めて、ハイリスクの状態を警告して、予め警察、救急が準備して体制を整えてお

くようにしたいと思っている。もちろんドライバーもこの先にハイリスクがあること

を認識して警戒することになる。 
  他のものとしては気象情報がある。ネバダでは砂漠で熱く年に一度しか雨が降らない

が、オハイオでは降雪による視界不良や事故の危険がある。このため、将来的にはウェ

ザーハザードもアラートの中に入れてゆく。これにより事故や二次災害を防ぐ。 
  もう一つの目的は、行政間のコミュニケーションの向上である。ラスベガスの交通管制

センターでは、警察、緊急対応、消防、それぞれの出身部署が違い、お互いの連携が取
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れていない。対応が遅くなり効率が悪くなる。このプラットフォームの開発により、管

制官は管制室でモニターを見ながら、対応する警察はタブレットをもって、情報を共有

できる。またマネジメントは電話等を使って状況を知ることができる。 
  リアルタイムでの対応の効率化の側面ですが、それ以外にも AI を使って、今までわか

らなかったことが見えてくる利点がある。あるクラッシュでは、一側面だけでなく、多

面的な分析を行い、例えば天候などとの関連を調べることができる。 
  交通事故を減らすことが最大の目的であり、AI を最大に活用している。AI がリスクゾ

ーンと判定したところに、警察官をこのように配置する。状況を常に更新しながら、事

前にリスクを緩和する。 
  アメリカでは、警察の姿が見えると速度を落として走行するようになる。これで 17％

交通事故が減った。95％のドライバーが制限速度まで減速した。これにより、

throughput（処理量） が改善し交通の流れがよくなった。 
  これはラスベガスの例で、赤がリスクゾーンで、青い点線が警察の配置、また AI では

警察官のモニタリング中であると標示することでの抑止効果も考えどこに標示するか

も考えている。 
  この実験は数か所、数か月しか実施されなかったが、現在ではネバダの 15か所に広げ、

期間も拡大して実施されている。 
  トラック、フリートからのデータも集めることを検討しており、OEM からの協力も必

要となる。また危険な交差点が近づくとアラートを出すシステムも考えている。 
  これがすでに導入されたところ、これから数か月で導入されるところを示している。ネ

バダはすでに、DOT、ハイウェイパトロール、で導入済みである。 
  ATMS（Advanced Traffic Management System:高度交通管理システム）として、現在

の交通管制システムに代わるものを構築しようとしている。フロリダでもタンパベイ

とヒルズボローカウンティで導入している。DOT との契約で実施。フロリダの人口は

二千万あるが、ハイウェイをパトロールする警察官の数は 2000 人と限られている。こ

のため、以下にリソースを効率的に配置するかが問題である。 
  ミズーリ、カリフォルニアでは、車からのデータを使って、コンストラクション（道路

工事）をどう行うかが検討されている。いつ行えば交通への影響を少なくできるか、ま

た GPS を使ってどの迂回経路を使えば渋滞を減らせるかなどを AI を使って検証した

いと考えている。 
  ウォールナットクリークという人口 7 万の小さな町がカリフォルニアにあるが、ここ

では、交通インフラの管理施設はありません。このため、仮想的な交通管制センターを

車から得られる情報をもとに作ることができないか考えている。 
  ノースカロライナでも同じことを考えている。カメラやセンサーも予算もあまりない

ので、どうすれば交通管理ができるかを一緒に考えている。 
  ネバダとカリフォルニアの境のタホシティは観光客が 4 千万人も訪れるところだが、

ここでもう一つのプロジェクトを行っている。山があってコミュニケーションがうま

くとれないため、火災をはじめとする様々なリスクがある。火災、地震等の災害の時の

インターエイジェンシー、クロスエイジェンシーコミュニケーション、さらに、車から

の情報を集めること、この二点に重点を置いたプロジェクトである。 
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  箱根も年間 4 千万人くらい観光客が来るのではと思うが、そういった場所で災害が起

きると避難は非常に難しいと思う。 
  私たちの仕事ですが、ハードは行いません。すべてクラウドベースのシステムで、行政

の持っているインフラは極力使用する。ATMS、センサー、カメラ、それに加えて、私

たちはサードパーティー（第三者機関）と提携している。 
  統一されたモビリティのエコシステムの構築が我々の目的であり、情報を関係者で共

有、自分たち以外の外部からも情報を集めることで、莫大なデータの利用が可能となる。 
  ここに書いてあるパートナーは常に一定しているわけではない。地域により変わる。タ

イでは、トヨタモビリティ財団と提携している。データを集めるのもタイのローカルな

機関である。 
  しかもデータを収集する機関の数が増えており、使える新しいデータや機能が増えて

いっている。例えば衛星無線、トラックの動きや速度を集めているフリートデータを提

供するグリーンロード、それからダッシュカメラ、コンストラクション技術、緊急車両

管理のデータソース、も追加されている。 
  Waycare として提案していることは、中央政府も地方政府も、これからは自動車をは

じめとする動くものをすべて統合的にとらえてゆく必要があることである。 
  米国では、自動運転の車はまだ 2 千台くらいで、これをうまく活用するためにはまだ

克服する点が多い。この自動運転の技術に向けて、道路の側も優れたオペレーティング

システムが必要である。 
 
質疑： 
  Waycare はクラウドプロバイダーか⇒ アマゾンやグーグルのクラウドを利用してい

る。⇒ AI モデルを開発しているのは貴社のみか。⇒ そうです。基本の AI を開発す

るのが私たちの仕事であり、それをデータを入れて学習し、新しくできたモデルを、実

際の環境に投入します。リアルタイムのオペレーション稼働中にさらに多くの情報が

入るので、モデルがさらに更新されてゆきます。それぞれの環境により、ベースモデル

の学習が大切であり、ドライバーの挙動が違い、ラスベガス、東京、バンコク、それぞ

れ違った形のモデルが学習され構築されます。 
  エンジニアの数は、またどのようにしてそのエンジニアを獲得しているか。⇒ 幸いに

して優秀な AI エンジニアに恵まれ、全部で 25 人のエンジニアで、アルゴリズム、デ

ータ処理、フロントへのバックエンド様々な仕事があるが、そのうち 7 人が常にアル

ゴリズムを作っている。ただし、日々人が増えているので、暫定的な人数である。私た

ちの会社は三年前に立ち上げられたベンチャーだが、一年で三倍以上のペースで仕事

が増えている。さらに新規採用してゆく予定である。⇒ 交通管理や土木の技術者の割

合はどれくらいか。⇒ 我々も社内に持つかどうかディベートしているところである

が、現在のところソフトの専業であり、地方行政の方に交通技術者の役割を任せた方が

よいとの判断である。使う側がより現場を知っており、我々はソフトを提供する、現場

の運用は現場の交通技術者に任せている。開発の手法はアジャイル(agile)でリタレーシ

ョン(reiteration)を速い速度で繰り返すことで、アップデートとアップグレードを行う。

毎週地方の交通技術者とは電話会議を行い、今週あった問題をヒアリングし、改善を繰
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り返している。例えば、警察官の配置とは、実際の警察からのアイディアで行うように

なったもので、これを他の自治体の方でも展開している。 
  従業員の数は⇒ 現在 40 名です。⇒ クライアントの数は。⇒ 正確に言うと、ラス

ベガスでも 7 組織あり、およそ 15 箇所かな。つい先週、バンコクでの契約も決まり、

3 月からスタートする。これから 6 か月で 3 つか 4 つの州と契約を交わす可能性があ

る。2020 年の年末のテルアビブからの話がある。 
  FHP と FSP の違いは。⇒ FHP は警察に近く、事故対応や速度違反の切符を切った

りする。FSP は、サービスパトロールで、タイヤ交換や、ガス切れの車の対応をする。

ライトボードの掲示もする。FSP は最近できた組織で、DOT の管轄下にある。TMC(交
通管制センター)が道路管理を何とかしたいとして作った組織である。 

  交通の情報データですが、インフラのカメラや ATM からの情報と、車から上がってく

る情報では、どれくらいの比率か。日本の場合はインフラ側からの情報がきわめて多い。

これは、警察がインフラの情報を取り扱っている過去からの経緯があるためである。車

の方からも最近は様々なデータが挙がってきている。しかし、車会社の方はそのデータ

を警察側と一緒にすることを嫌がっている。そのため、車のデータが利用しやすい状況

になっていない。日本の場合は上がってこない。米国の場合は。⇒ 行政の方も自動車

会社もドライバーにも双方にメリットがあるシステムとしている。金銭的見返り、ある

いはインサイトと呼ばれるデータの共有でもある。トヨタやフォード、ダイムラーに対

しても同じように説明している。例えば、アウディでは、あと何秒で信号が変わるかと

いう情報を提供しているが、これがドライバーにとても人気がある。そういった見返り

を提供してもらうようにしている。データをもらうにあたって、私たちは三つの条件を

保証している。①データは個人を特定できるよう形で収集しない。②匿名を確保された

データとして収集される。③モニタリングを目的としたデータ収集でなく、事故の対応、

道路の状況把握のために使用する。この 3 点に限定する。TMC とはデータの扱いに関

して契約を結んでいる。例えば、我々の集めたデータをそのまま TMC に渡さず、加工

したものを渡す。次に保険会社からは、支払いの算定に使いたいのでデータを分けても

らいたいと要請があったが、保険関係も行わないことで、ポリシーを貫いている。デー

タの価値については、OEM の方が遅れていたという経緯がある。テレマチックス、ナ

ビ、コネクティドカー、いろいろなスペクトラムがあるが、データの価値に気づいてい

なかったが、昨年になって急に意識が変わり、OEM の方もデータを利用することの価

値を理解するようになった。 
 

2. 第二部 
  今、サンクスギビングデイ日曜日の午後 6 時のラスベガス。これがネバダで使われて

いるライブのシステムで、複数のアプリが一括に統合されており、オペレータはいくつ

もの画面を見る必要はない。カメラや ATMS コードといったものを見ることができる。

本来ならハイウェイのすべてのライブストリームを見ることができる。それぞれの行

政が持っている情報を共有することで、オペレーションをさらに強化することが可能

となる。 
  これは警察官の配置で、FSP の配置もわかる。他の組織のメンテナンス作業があるか
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もわかる。 
  現在の交通状況がどうなっているかをスナップショットで見ることができる。緑が通

常のスピード、黄色が遅い、赤が渋滞している。道路が混んでいるかは、渋滞している

か、車列（queue）ができているかで見るのが一番わかりやすい。それを車からのデー

タで解析する。一日の混雑分布はこのようになる。 
  渋滞だけでなく、イレギュラーな状況があるかもわかる。朝夕のラッシュアワーの時間

に渋滞があることは分かっている。ただ、おかしいなという状況は検知する必要がある。

アルゴリズムで、いつもと違う状況が見つかれば、それを色で示す。 
  インシデントのマネジメントですが、インシデントの発生は、二つのソースでわかる。

ひとつは 911 の電話からで、もう一つは車両の持っているデータからである。 
  この画像はライブですので、ちょうど今 911 の電話があり、正確な位置を特定し、イン

シデントに派遣されるユニット、インシデントを捉えることのできるカメラ 5 台。記

録の方は、自動入力機能がついている。自動入力されるものもあり、オペレータがタブ

レットを使って入力するものもあり、管制から入力する機能もある。このサイドに自動

車が映っているが、T 型の三叉路で、もう夜の暗い状況だが、ライブ映像とともに、イ

ンシデントを特定した時間とその時のスナップショットが示されている。このように

発生時点から現在までの進捗が確認できる。今けん引されている。 
  必要な情報は、オペレータが入力してゆく。それを Waze に送り、またチェックして政

府の中継システムに送る。また現場に到着した警察からの写真やビデオもここにアッ

プできる。ただし、この目的は警察の見分ではなく、道路のハードウェアのメンテナン

スの際にどれくらいの資材が必要かを見積もるためのものである。 
  ここが事故の発生地点で、インターチェンジがたくさんあるため、正確に位置を特定す

ることが特に重要になる。電話でどこどこインターと言っただけでは、警察が間違った

ところに行き、また移動するために 5 分 10 分余計な時間がかかることがある。 
  FSP のレポートです。二台の車が衝突、情報を交換しているので、近々クリアーにな

る。ほかの組織も共有してみることができる。今回は怪我無し、死者無し、道路の補修

にとどまることが分かる。従って、これから、修理が必要という次の情報が分かる。 
  修理が必要になったとき、オペレータはその修理を要求する。そのためのメンテナンス

モジュールを開発した。写真、情報を記入し、緊急度、優先度の設定、補修方法、必要

な車両が分かる。これがリアルタイムで見たものでする。 
  次が予測で、次の 2 時間、あるいは 24 時間先の入りクスゾーンはどこかを特定する。

後でその地点が示される。これは将来予測のため、そこにリソースを配置しなくてはな

らないが、カレンダー形式で表示することも可能。これは一回予測したら変わらないも

のではなく、動的に変わってゆく。様々なデータソースから履歴情報を収集し、それを

道路の現在の状況にあてはめ、さらに外部からのデータも加える。それにより、道路の

事故に繋がりそうなデータを抽出し、過去 10 年の統計的データに基づき今年の 3 月 2
日の事故を予想するだけではなく、雨の予報、コンサート、フットボールゲーム、など

の条件を付加し、今年のリスク予想を行う。 
  例えば、特有の条件は、太陽の角度によるドライバーの視野への影響、雨の降らない日

が何日続いているかによる道路表面の状況、ホームチームが勝ったか負けたか、だいた
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いホームチームが負けると事故の確率が高くなる。 
  この予測では、機械学習を使っているので、人間がインプットすることは無い。データ

の方から自ら学習し、与えられた状況で補正を繰り返す。例えば機械学習が必要になる

のは急に拡大する街である。US では街を作るとき、今後 10 年、20 年のインフラを評

価する。東京のような大きな町は US では少ないが、それでも将来に備えて準備する。

しかしその計画が現実とは異なることがある。オースティンでは、インフラは 50 万人

くらいしか対応できないので、急激に増えた 200 万人という人口を支えることができ

ない。機械学習はインフラ、交通や下水といったインフラシステムを予測するのに役立

つ。 
  次に重要となるレポーティングである。リアルタイムに近い状況で大量のデータセッ

トが作られ、データをノーマライズし、レポートを作成したり、ダッシュボード形式で

表示したり、図表を作成したりすることが可能である。渋滞、事故などの全ての記録の

履歴を見ることができる。インシデントをタイプごとに、例えば故障車など、どれくら

い時間がかかったか。一件一件を見て、それを再現することが可能である。クリアラン

スまでの時間、誰が、何をしたのかの記録も残る。ハイウェイパトロール、交通管理セ

ンターの記録が残る。渋滞についても同様である。 
  日付を選択、その日の渋滞の記録をすべて、どれだけの時間、旅行時間は、関連するイ

ンシデントは。これはよい例だが、サンクスギビングデイの午後、自宅へ帰る車が渋滞

を起こしている。 
  時計の時間を動かすと、渋滞を時間の経過で見ることができる。それぞれの時間でのイ

ンシデントをみることができる。このように現在、過去、未来の三つの時間で見ること

が可能である。 
  これは基本的機能であり、すべてカスタマイズできる。行政の要望に応えたり、トラン

ジットや工事を見たりするには追加の機能を加えることが可能である。 
 
質問： 
  マップのアップデート間隔は。⇒ 私たちはグーグルマップを利用している。⇒交通の

データのアップデート間隔は。⇒ 1 秒くらい。リアルタイムである。自動車からのデ

ータは、1 秒もあり、5 秒、10 秒もある。一日分一度にというものもある。 
  きれいな地図だが、緯度経度で位置を特定していると思うが、マップの更新と、緯度経

度のデータでタイムラグが出るが、ずれるようなことは無いか。日本では、交差点から

交差点のリンクで位置を特定する。位置はその交差点からどれくらい離れているかで

判断する。⇒ 実はそこがこのシステムを実装するうえで難易度が高い部分である。ジ

オセンシングと呼んでいるが、この例のように緯度経度を使っている場合がある。とこ

ろがタホは山が多いところであり、このようにできない。そこで three words map と
呼んでいるが、場所を特定するデータ処理を行っている。このように地形によってカス

タマイズすることで、柔軟に対応できることが、このプラットフォームが他のものと違

った点である。アメリカの交通管制センターではそこができていない。グーグルでも、

Waze でも。でも私たちはデータをノーマライズして、やっている。日本の場合、日本

ではどうしているかをじっくり聞き、データをカスタマイズする方法を検討し、実施し
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てゆく。 
  多くのシステムを作られているが、プラットフォームパッケージとして作られている

のか。⇒ 買ってきてそのまま使えるというものではない。カスタマイズが必要であり、

面積、人口、コスト、どのような機能が必要か、をきちんと話し合って決めて、開発し

ている。ただし、最初のパッケージに必要なものはだいたい入っている。後は行政の要

求に従って、独自のものをカスタマイズするので、ラスベガスでも、それ以外でもその

ように使用してもらっている。将来的に考えているのは、小さな町の規模で、交通管制

センターというものまで必要ないので、サブスクリプションベースでそのまま使える

ものをソフトの提供を考えている。大きなところはいろいろな要素が入るので向いて

はいないが。もう一つの私たちのソフトウェアの提供は、デリバリーの方法で、全部い

っぺんに渡しきるものではなく、少し導入し、追加で積み上げてゆく方法を推奨してい

る。アメリカの州でも、全部渡してほしいといわれることがあるが、その機能を使う頃

には古くなってしまうことがあるので勧めていない。しかも必要ないものまで買って

しまうことがしばしばある。またその時は気づかなかったが、将来発生するニーズに対

してさらにお金が必要になることになる。お勧めする方法は、最初は基本のコアの部分

だけ払ってもらい、徐々に規模を増やして、だんだん機能を増やす方法である。ラスベ

ガスのケースでは、最初一団体だったが、それを一年かけて 8 団体に増やした。 
  一般のドライバーはそのサイトを見ることができるのか。また ID やパスワードが必

要なのか。⇒ 行政向けに作成しているものであり、ドライバー向けではない。一般

のドライバーは、行政の作成しているサイトを見ることで、情報を得る。行政の側か

ら見る場合は、ID とパスワードを与えることでアクセス権限を振り分けて見ることが

できる。ドライバー向けのアプリを開発する気持ちは無い。すでにグーグルや Waze
やあるので、特に必要とされていないと思うが、リッチなものが必要となると意味が

あるだろうが、その場合でも直接ではなく、例えば NEXCO のサイトを訪問すれば見

られるようにするとかなら、意味があると思う。ここを見てください。これは予想で

す。ここがラスベガスで、ここはセンサーの全くない砂漠で、週末にはカリフォルニ

アとの境でこのような渋滞が発生する。これが典型的な週末の渋滞で、情報が提供さ

れる。 
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第４章 豪ロボット技術活用動向調査 

４．１ 調査概要 

本調査では 2020 年 2 月 24 日から 27 日までの間、オーストラリア連邦のブリスベン市

及びシドニー市にて、豪連邦科学産業研究機構(CSIRO)、シドニー工科大学、ニューサウス

ウェールズ州道路港湾局(以下、RMS)、Artemis 社及び、Australian Center for Robotics(クイー

ンズランド工科大学)を訪問した。 

 シドニー工科大学及び RMS では、シドニーハーバーブリッジのアーチリブ部材内部で点

検や塗装作業を行うロボット技術の活用の取り組みに関し、ロボット開発者及び点検ロボ

ットの利用者である道路管理者の、両者の立場から実際の利用状況や課題を聞くと共に、

連邦政府の研究機関である CSIRO 及びその他の研究機関等で、インフラ点検ロボットを中

心とした、最近のロボットの開発動向を調査した。本調査の概要、参加者及び行程を、次

の通り、記載する。 
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表 4.1.1 調査参加者 

氏 名 所属・役職 

1 
永谷 圭司 

 

東京大学大学院   

工学系研究科 i-Construction システム学寄付講座   

特任教授   

2 
平野 務 
 

東日本高速道路㈱   

本社 管理事業本部 保全部 保全課   

係長   

3 
小谷 充宏 

 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

取締役   

土木事業本部長   

4 
紺野 義仁 

 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

企画部   

上席専門役   

5 
福馬 誠士 

 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 

技術開発推進部 

技術総括課 担当課長   

6 
長谷川 洋 

 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング   

さいたま総合保全事務所   

土木点検診断一課 課長代理   

7 
小森 大育 

 

公益財団法人高速道路調査会   

研究第一部・研究第二部   

主幹   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-3 
 

表 4.1.2  調査概要 

訪問先機関 1) オーストラリア連邦科学産業研究機構  
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) 

2) アルテミス社  Artemis 社  
Queensland university (QU),  
3) Australian Centre for Robotic Vision(ACRV)   

@Queensland University of Technology(QUT)   
4) シドニー工科大学 

University of Technology, Sydney (UTS) 
5) ニューサウスウェールズ州道路港湾局 

Roads and Maritime Services(RMS), New South Wales 

訪問先住所 

1)1Technology Ct, Pullenvale QLD 4069 
2) University Dr, St Lucia QLD 4072  
3) 2 George Street, Brisbane 
4) UTS Building 01, 15 Broadway, Ultimo NSW 2007 
5) Lower Fort Street Dawes Point NSW 2000 

訪問先窓口 

1)CSIRO: Dr Tirthankar Bandyopadhyay 
2)3)Queensland Government 
調整窓口(在京) Ms Melissa.Inooka, 随行者 Ms Young‑Mi Kim 

4) Dr Buddhi Wijerathnam, Prof.Dikai Liu 
5) Mr.Peter Mann 

訪問先概要 

1)シドニーでは、シドニー工科大学で、代表的なシンボルであるシド

ニー湾橋における狭小空間で、尺取虫型のロボットを適用した点検を行

う研究を行うだけでなく、NSW 州道路港湾局が管理するシドニー湾橋

で点検を実施する、実用にむけた先進的な取り組みが行われている。 
2)ブリスベンでは、連邦科学産業研究機構が、橋脚側面を、4 脚で三次

元に動くことが可能なロボットを用いて点検する研究や、Artemis 社が

クイーンズランド大学と水中の柱の非破壊検査装置に関し協働し研究

している。また、クイーンズランド工科大学にある Australian Centre for 
Robotic Vision を訪問する。 

3)本調査団では、ロボットを活用した道路構造物の点検や補修作業の

省人化を目的としたに調査を行う。 
主な調査項目 ・ロボット技術の活用による点検や補修作業の省人化への取組み 

地 図 

 

 

 

Commonwealth Scientific and 

 Industrial Research Organization (CSIRO) 

Artemis, Queensland University (QU) 

NSW Road Maritime Service (RMS) 
University of Technology, Sydney (UTS) 

Australian Centre for Robotic Vision (QUT) 
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表 4.1.3 調査行程 

（１）旅行期間：令和 2 年 2 月 22 日(土)出国、同 29 日(土)帰国 

（２）滞在都市：豪ブリスベン、シドニー 

（３）概略行程 

日付 時間 行程 宿泊地 

2/22 

(土) 

 
20:20 
22:20 

 
- 羽田空港集合 
- 羽田発 

機内泊 

2/23 

(日) 

9:55 
12:00 
12:30 
14:00 

- シドニー着 
- シドニー発へ乗り継ぎ 
- ブリスベン着 

ホテル着  

ブリスベン 

2/24 

(月) 

9:00- 
13:00 

➢ ミーティング 
豪連邦科学産業研究機構（CSIRO） 

ブリスベン 
14:50- 
17:00 

 

➢ ミーティング 
     (14:50 Building 78 前待合せ、15:00 開始) 
Artemis 社 

@クイーンズランド大学(QU) 

2/25 

(火) 

9:00- 
11:00 

 
 

16:05 
18:40 

➢ ミーティング 
 (9:00 議会前待合せ、9:30 開始) 

Australian Centre for Robotic Vision 
@クイーンズランド工科大学(QUT) 
 

   ブリスベン発(VA962) 
   シドニー着 

シドニー 

2/26 

(水) 

9:00- 
13:00 

➢ ミーティング(9:00 1 号ビル前待合せ) 
シドニー工科大学  

シドニー 13:30- 
17:30   

2/27 

(木) 

9:30- 
13:30 

➢ ミーティング 
NSW 道路港湾局 

シドニー 13:30- 
17:30 

 
 

2/28 

(金) 

9:30- 
12:00 シドニー湾橋視察 

機内泊 
21:30 シドニー発(NH880) 

2/29 

(土) 
5:05 - 羽田着  
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2 月 23 日（日） 

  空港 ⇒ ホテル（Hotel Ibis Brisbane）〔住所〕27-35 Turbot St. Brisbane QLD 4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 24 日（月）9:00-13:00 

  ホテル ⇒ オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO） 

〔住所〕1Technology Ct, Pullenvale QLD 4069 
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2 月 24 日（月）14:50-17:00  

➢CSIRO⇒  Artemis@クイーンズランド大学 (QU)〔住所〕building 781, St Lucia QLD 4072 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 25 日（火）9:00-   

➢ホテル⇒  Australian Centre for Robotic Vision@クイーンズランド工科大学(QUT) 

〔住所〕2 George Street, Brisbane 
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2 月 26 日（水）9:00-17:00  
➢ホテル⇒ シドニー工科大学(UTS) 〔住所〕UTS Building 1, 15 Broadway, Ultimo NSW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 27 日（木）9:00-12:00 

  ホテル ⇒NSW 州 道路港湾局〔住所〕Lower Fort Street Dawes Point NSW 2000 
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４．２ 調査対象区域及び概要 

（１）オーストラリア連邦の概要 
１）国土と地理 

オーストラリアは、面積 769 万 2024km2(日本の約 20 倍，アラスカを除く米とほぼ同じ)

である。世界で 6 番目に大きな国土を有し、面積は約 770 万 km2 に及び、その広大な大

陸は、南北約 3,700km、東西約 4,000km に広がっている。 

  

２）人口動態 

 オーストラリア連邦の人口は、約 2,536 万(豪統計局 2019.6)である。積極的な移民の受け

入れを行い、経済成長を実現する政策を採用してきたことから、年間 38 万人(+1.5%)の人口

増加、100 年間で 5 倍に人口が増加している。特に都市部での人口増加が大きいものとなっ

ている。例えば、シドニー市では、人口 405 万人(2007)が、10 年後、483 万人(2017)19.2%増

加している。将来的には、豪統計局は、2056 年に 850 万人へと達すると予測(2012 年公表)

している。 

また、人口増加の、その大半が、沿岸部の大都市に集中しているのが大きな特徴である。

全人口の約 8 割が海岸線から 100 キロ以内に、約半数が、シドニー、メルボルン、ブリスベ

ンの 3 大都市圏にそれぞれ居住している。 

従って、シドニーやメルボルンなど都市部における人口増加に対応する、公共交通機関等

のインフラ不足が顕著となっている。都市部での人口集中を緩和するため、オーストラリア

連邦政府は、2019 年度(2019 年 7 月から 2020 年 6 月)より、移民(永住権取得者)の年間受け

入れ数の上限を、年間 19 万人から 16 万人に低減させるとともに、地方に 3 年間住めば優

先的に永住権を取得できる制度も導入している。 

 

 ３）経済 

 同国の経済は，1991／92 年度から 27 年連続して経済成長を実現。2008 年の世界金融危

機，2011 年のクイーンズランド州洪水被害の影響などからマイナス成長を記録した四半期

はあるものの，資源ブームにも支えられ，年度ベースでは一貫して，プラス成長を維持し景

気後退を回避している。 

近年では，鉄鉱石など資源価格の大幅な下落による交易条件の低下が続いているものの，

豪中央銀行が政策金利を史上最低の 1.5%まで引き下げて金融緩和を持続すると共に、連邦

政府もインフラ整備など積極的な財政支出を行うことで景気を下支えし、また豪ドル高も

是正されたことから、住宅投資，輸出などが堅調に推移している。 

2017／18 年度の実質 GDP 成長率は 2.9％となり，2018／19 年度連邦予算では，2018／19

年度の GDP 成長率は 3.0％と見通している。 
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４）産業 

同国の産業は、第一次産業 2.6％，第二次産業 23.4％，第三次産業 74.0％であり、第三次

産業が多くを占める。 

農林水産業（2.6％），鉱業（6.4％），製造業（6.3％），建設業（8.1％），卸売・小売業（9.2％），

運輸・通信業（8.0％），金融・保険業（9.5％），専門職・科学・技術サービス（7.4％）が主

要な産業となっている。（2017-18 年度の GDP 産業別シェア，出典：豪州統計局） 

３）GDP、失業率 

名目 GDP は、1 兆 3,379 億米ドル（2018 年，出典：IMF）。一人当たり名目 GDP は、55,707

米ドル（2018 年，出典：IMF）である。消費者物価上昇率は 2.1%、失業率は 5.3%(2017/18 年

度)である。 

 

５）貿易 

総貿易額、主要貿易相手国及び、主要貿易品目は次のとおりである。 

・貿易総額 7,986 億豪ドル （1）中国 24.4％ （2）日本 9.7％ （3）米国 8.8％ 

輸出 4,032 億豪ドル （1）中国 30.6％ （2）日本 12.7％ （3）韓国 5.9％  

輸入 3,954 億豪ドル （1）中国 18.0％ （2）米国 12.3％ （3）韓国 7.3％ 

（2017／18 年，財・サービス，出典：外務貿易省統計） 

・主要貿易品目 

輸出（1）鉄鉱石（15.2％）（2）石炭（15.0％）（3）教育関連旅行サービス（8.0％）   

輸入（1）個人旅行サービス（10.7％）（2）乗用車（5.9％） （3）精製油（5.5％） 

（2017／18 年，財・サービス 出典：外務貿易省統計） 

  

６）製造業とロボット産業 

オーストラリアにおけるロボット産業は、鉱山での資源採掘に伴う無人トラックの導入か

ら始まり、現在では労働コストが上昇したことから、農業(園芸農業等)にも展開している。 

同国の製造業は、食品加工業が中心である。自動車の製造(トヨタ自動車、フォード及び GM

ホールデン社)は、豪ドル高や製造コストの上昇から、2017 年 10 月までに同国内での生産

を完了している。なお、同国のロボット産業は、442 社が 5 万人の雇用を行い、120 億豪ド

ル/年収入を得ている。 

 国際ロボット連盟(IFR)によると、オーストラリア域(ニュージーランドを含む)における産

業用ロボットの稼働台数は、8,147 台(2018 年)である。なお、我が国での稼働台数は、318,110

台(2018 年)、米国は 285,014 台(2018 年)、中国は 649,447 台(2018 年)である。 
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７）道路 

オーストラリアの道路は、総延長が約 877,651km(出典:インフラ地域開発省 Australian 

Infrastructure Statistics Yearbook 2019)であり、世界で 9 番目に長い管理延長となっている。道

路は、都市部で 149,894 km、非都市部で 727,757 km であることから、地方部での管理延長

の割合が約 83%を占める。 

国道 1 号(Highway 1) は、延長が 14,500 km あり、世界で一番長い国道となっている。主

要な幹線道路が含まれ、例えば、シドニーとメルボルンを繋ぐ”Hume Highway”、シドニーと

ブリスベンを繋ぐ”Pacific Highway”、シドニーとメルボルンとアデレードを繋ぐ”Princess 

Highway”、アデレードとパースを繋ぐ”Eyre Highway”が挙げられる。 

オーストラリアでは、州および地方政府が道路の管理を担当し、連邦政府は、国道や地域

の道路インフラの建設や修繕等の、交通環境の改善を図る、国家戦略を立案し資金を提供す

ることが憲法で規定されている(出典:豪法律図書館 National Funding of Road Infrastructure: 

Australia)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図 4.2.1 National Highway Network 

   (出典：https://mapsontheweb.zoom-maps.com/image/102761100929) 

 

 

https://mapsontheweb.zoom-maps.com/image/102761100929
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有料道路は、オーストラリア全土で 289.9km（ニューサウスウェールズ州 106.6km、ビク

トリア州 61km、クイーンズランド州 122.3km）運営されている。なお、ニューサウスウェ

ールズ州では、シドニーハーバーブリッジ、シドニーハーバートンネル、クロスシティトン

ネル、M1 他の地域間道路(intra-city link)等の有料道路が運営されている。旺盛なインフラ投

資需要があることから、トランスアーバン社等の民間有料道路運営企業が、多くの区間で道

路運営を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.2 オーストラリアの有料道路 名称、位置及び、延長 

(出典：豪インフラ地域開発省 Infrastructure Statistics Yearbook 2019,p55) 

 

（２）ブリスベンの概要 

ブリスベンは、オーストラリア連邦クイーンズランド州南東部（サウス・イースト・クイー

ンズランド地域）に位置する州都であり、シドニー、メルボルンに次ぐオーストラリア第三

の都市である。人口 224 万人、面積 4673km2【但し、ブリスベン大都市圏(6 つの隣接自治体

を含む)、2013 年現在】 

ブリスベンの経済は、主に第二次、第三次産業の発展が顕著に見られる。 

第二次産業では、精油、船内荷役、製紙、金属加工術、クイーンズランド鉄道の鉄道工場な

どがあり、これらはブリスベン川の下流域や新しく建設された都市周辺部の工業地帯に多

く立地している。 
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 第三次産業では、一般的に市中心部の CBD(Central Business District=中心商業地区)に建設さ

れた高層商業ビルや、近年作られた近接郊外の商業団地で IT、金融サービス、高等教育、公

共機関などが発展している。観光業はブリスベンへの観光だけではなく、クイーンズランド

州の玄関口としても機能しブリスベンの重要な産業である。 

  

（３）シドニーの概要 

シドニー（Sydney）は、オーストラリア南東部、タスマン海に面するニューサウスウェール

ズ州の州都である。人口 462 万人、面積 12,145km2(2006 年現在)である。 

シドニーは、商工業、金融及び交通の中心都市であり、2008 年時点の域内 GDP は 2,130 億

米ドルであり、世界第 28 位であった。2017 年の調査によると、世界 8 位の金融センターで

あり、南半球の都市では 1 位である。 

シドニー（ポート・ジャクソン）港はニューサウスウェールズ州の貿易の大部分を担ってい

る。主要輸出品目は羊毛、小麦、小麦粉、羊皮及び肉類で、輸入品は機械類が最も多い品目

である。国内や州内からの主たる移入品は、石炭、木材及び砂糖である。シドニーは世界最

大の原毛市場であり、ニューサウスウェールズ州の羊毛の 3 分の 2 はシドニー港から積出

される。同港は造船・修理の中心でもあり、大型船舶も収容可能なドックを有する。シドニ

ーは消費財を中心に、ニューサウスウェールズ州の工業生産高のうち約半数を生産してお

り、製材、造船、化学、農業土木機械、電気機械及び石油精製といった工業が発達している。 

 

出典 

1) https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/D56C4A3E41586764CA2581A70015893E?Opendocument 

2) https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42696470Q9A320C1FF8000/ 

3) https://ken-mgt.t.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2016/05/SydneyReport.pdf 

4) https://www.nedo.go.jp/content/100563897.pdf 

5) https://roboticsandautomationnews.com/2020/02/26/lyro-robotics-secures-seed-funding-to-build-pick-

and-pack-robots/30501/ 

6) https://newsphere.jp/business/20171006-2/ 

7) https://www.jara.jp/data/dl/Operational_stock_2018.pdf 

8) https://www.roboticvision.org/wp-content/uploads/Robotics-Roadmap_FULL-DOCUMENT.pdf 

9) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/385rank.html#AS 

10) https://www.loc.gov/law/help/infrastructure-funding/australia.php 

11) https://www.bitre.gov.au/sites/default/files/documents/BITRE_2019_YEARBOOK.pdf 

 
 
 
 

https://www.abs.gov.au/ausstats/abs
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42696470Q9A320C1FF8000/
https://ken-mgt.t.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2016/05/SydneyReport.pdf
https://www.nedo.go.jp/content/100563897.pdf
https://roboticsandautomationnews.com/2020/02/26/lyro-robotics-secures-seed-funding-to-build-pick-
https://newsphere.jp/business/20171006-2/
https://www.jara.jp/data/dl/Operational_stock_2018.pdf
https://www.roboticvision.org/wp-content/uploads/Robotics-Roadmap_FULL-DOCUMENT.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/385rank.html#AS
https://www.loc.gov/law/help/infrastructure-funding/australia.php
https://www.bitre.gov.au/sites/default/files/documents/BITRE_2019_YEARBOOK.pdf
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４．３ オーストラリア連邦科学研究機構（CSIRO）へのヒアリング 
 

実施日 ：2020 年 2 月 24 日（月）9：00～14：00 

出席者 ：Dr. Tirthankar Bandyopadhyay   

Dr. Elliot Duff 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Tirthankar Bandyopadhyay           Dr. Elliot Duff 

 

場 所 ：オーストラリア連邦科学産業研究機構  

クイーンズランドアドバンストテクノロジーセンター 

 

オーストラリア連邦科学産業研究機構『以下、CSIRO』は、オーストラリア連邦政府の研

究機関で様々な研究に取り組んでいる。その中で、各種ロボットの研究開発も行っているこ

とから今回、意見交換を実施した。 

 

（１）オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）概要 

 

1）CSIRO とは 
CSIRO はオーストラリア連邦政府の科学技術諮問機関で 100 年以上の歴史がある。 

・研究者：約５,０００人 

・研修施設：５７箇所 

・年間研究予算：１０億ドル（約７億ドルはオーストラリア政府から出資） 

・取得知財：約３,０００件 
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図 4.3.1 オーストラリア国内 研究施設 

 

主な業務は、企業と提携し、提携会社が新しい科学技術に対応してゆけるよう補佐する役

割を果たしており、ボーイング社、キャタピラー社、日立を始め、80 を超える国の企業と

提携している。（図 4.3.2 参照） 

また、研究から派生した技術の特許取得知的財産権に関する補助、商用化に関する補助も

行っており、ワイヤレス通信技術やオーストラリアの紙幣に使用されているポリマー紙な

どの発明を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2 主提携企業 
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2) CSIRO におけるビジネスユニット 
CSIRO 全体は 8 つのビジネスユニットからなっている。（図 4.3.3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.3 CSIRO ビジネスユニット 

 

ロボティクスの研究は DATA61 の中の、サイバーフィジカルシステム部門で行ってお

り、ロボティクスの他、情報技術、AI、生活に密着した技術の研究が行われている。 

この４つの分野は完全に細分化され排他的に分かれているわけではなく、他の分野と関

わりながら研究が行われており、例えはロボット工学分野では、特に AI と合わさることで

高度化が図られている。このため、一人一人が一つの部署するのではなく、複数の部署に

またがって研究が行われている。 

ロボティクス部門における 25 年間の研究内容（図 4.3.4）を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.4 ロボティクス部門研究内容 
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2010 年以前は、資源採掘（図 4.3.5）に関するものがほとんどで、研究は鉱山資源の会

社から資金援助を得て行っていた。キャタピラー社の研究はライセンスを得た事業として

成功を収めた例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.5 採掘機器の自動化（例） 

 

近年における主な研究は、各種ロボットに関する技術と、SLAM 技術（同時に位置情報

を取得する技術：地図を見ながら自分の位置を推定する技術）となっている。 

 

3) クイーンズランド・アドバンスト・テクノロジーセンター 
 今回、訪問したクイーンズランド・アドバンスト・テクノロジーセンター（以下『QCAT』）

は、オーストラリア最大の資源産業向け統合研究開発施設で、1992 年に運用を開始した。

ここでは、軽及び重工業、資源や農業など様々な分野の研究をこの敷地内で行っている。図

4.3.6 に各研究施設を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.6  QCAT 研究施設 
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      研究施設概観                研究施設内部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ロボットの歩行試験路          水中ロボット試験用水槽 

 

図 4.3.7 ロボティクス研究施設 
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（２）ロボット技術 

 

1) 4 足壁面移動ロボット 
足を持ったロボットの研究は、様々な建造物の点検を行うことを目的として始まった。各

構造物は複雑な構造をしている。点検の対象となる構造物は、開口空間、閉鎖空間、まっす

ぐな面や曲がったところなど、様々な条件がある。（図 4.3.8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.8 各種構造物 

比較的広い開かれた空間ならばドローン（図 4.3.9）などでの対応は可能である。しかし

ながら、環境、表面、形状などの、様々な個別の作業条件は異なることから、これに対応し

検査できる、ロボットの構造や形を作ることが求められている。現在、この課題を解決する

ため、様々なロボットが考案されている。 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.9 ドローンによる点検 

 

図 4.3.10 は、各機関における取り組みを示したものである。同じ課題（閉鎖空間での点検

等）に取り組んでいるが、それぞれの機関で、取り組み方が、異なっている。 

事例 ①蛇のように体をくねらせて狭所内を点検するロボット 

   ②狭い空間を飛行するロボット 

   ③⑤車輪が磁石になっており、壁面等を走行するロボット 

   ④シドニーハーバーブリッジの内部を作業するロボット 
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図 4.3.10 各機関における取り組み 

 

特に、内部構造の点検等において、内部構造のモデリングで環境把握ができたとしても、

その内部へのロボットの投入方法は、内部でのロボットの移動等をふまえた開発が重要に

なってくる。また内部の表面の形状が複雑でまた様々な部材が組み合わさったような環境

では、特に困難である。 

現在、移動手段や移動方法の研究事例として、垂直方向の昇降移動のできるシドニー工科

大学で開発されたロボットを図 4.3.11 に示す。これは尺取虫にアイディアを得たもので足

が磁石になっており、尺取虫のように進む。 

ただ、このロボットの問題として指摘されている点は、接地面が二か所しかなく、センサ

ーを取り付けたり、環境把握をしたりはできるが、実際に構造物に触れる作業や検査はでき

ないことにあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.11 シドニー工科大学で開発されたロボット 
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 この課題に対応するため、より柔軟な性能を有するロボットの開発を行っている。主開発

要件は以下のとおり。 

 ・傾斜や斜面に広く対応できること 

 ・より簡便に利用できること 

 ・様々な表面形状に対応すること 

・移動中も様々な補修や修繕などの活動を行えること 

・故障などに対する耐性も強いこと 

 

 基本構造は、ロボット自体の移動脚は 4 本でそれぞれの一本の足の自由稼働部が３か所

（足の部分の稼働モーターは三つ）ある。また地面への設置部分はジンバル構造になってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.12 4 足壁面移動ロボット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.13 脚の構造 
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 このロボットの特徴としては、 

・４つの脚の接地面を変えることなく、胴体を自由に移動することが可能。そのため、胴

体にセンサーを取り付ければ、ロボット自体が移動することなく、広い範囲で計測や分

析を行うことが可能。 

・設置部は電磁磁石になっており、電流の ON/OFF により脱着が可能 

・車輪の代わりに足を用いる別の利点は、この足を歩行のみでなく、観測作業や操作とい

った作業にも用いることが可能なことである。歩行に使った足を、3 本の足で本体を固

定し、残りの一本でセンサーを操作させることも可能なり、前述の胴体部分のセンサー

だけでなく、脚の部分にもセンサー機能を取り付け、二つの箇所でデータ収集ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.14 脚用 点検センサー 

 

・脚自体に移動に必要とするセンサーを取り付け、足を脱着する際のエラーが起きないよ

うにしている。また、脚先のセンサー、脚の位置を正確に把握ができるため、脚の一つ

一つに別々の機能や役割を持たせることが可能なる。これによって、たとえ一本の足が

故障しても、残りの足で移動や観測を継続することが出来る。 

・脚の移動にあたり、表面の形状が移動可能なものかどうか判断し、磁力により接地可能

なものであるかを、ロボット自体が判断を行う。もし、脚の設置が不可能と判断した場

合、別の設置可能な面を探す。また脚が接地してから、一度引っ張って、設置状態を確

認し、確実に接地していることを確かめるようにしている。この三つの過程を移動のた

びに行うことで確実に接地できるのである。 
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 図 4.3.15 は各構造体への対応状況例である。事前に各面の環境データを入力されている

わけでなく、ロボット自体が判断し移動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.15 各構造体におけるロボットの移動 

 

また、図 4.3.16 に示す実験は、到達場所だけを教えて、途中は完全にロボットに判断さ

せて移動を行ったもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、 

 

 

 

図 4.3.16 ロボット移動実験 

 

将来的には、点検者がこのロボット一台を持ち込み、置かれた環境に対して、足の構造を

選んだり、増やしたり減らしたりして、後はロボットが自動で点検を行うことを想定してい

る。 
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2) 三輪独立制御のロボット 
車輪の一つ一つがロボットで、それぞれのロボット（車輪）が独立して動作、若しくはロ

ボット（車輪）同士が協力して動作する。 

ロボット（車輪）を結合するアルミフレームは、利用状況によりサイズ変更が可能となっ

ている。 

応用例としては、歴史的建造物のマッピングを行う際、一部人間の立ち入りが禁止されて

いるところで、このロボットを用いてマッピングを行っている。 

またパレットなどを搭載し、台車として製造業の現場で利用可能。また SLAM 技術（後述）

を搭載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.17 三輪独立制御ロボット 
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（３）ＳＬＡＭ技術 

  

 SLAM『自己位置推定（ナビゲーション）と環境地図製作（マッピング）を同時に行う技

術』に関する研究は 2010 年から重点を置き実施されている。 

 SLAM には「Lidar（レーザー画像検出と測距）：光を用いたリモートセンシング技術の一つ

で、パルス状に発光するレーザー照射に対する散乱光を測定し、遠距離にある対象までの距

離やその対象の性質を分析する技術」が用いられている。 

 これまで研究を行ってきた、レーザースキャニング、SLAM技術の事例について紹介する。 

 

1)地下坑道のマッピング 
  2011 年に研究を行ったもので、レーザーで地形をスキャニングし、地下坑道のマッピ

ング画像を製作した。17 ㎞の坑道をおよそ 2 時間でマッピングを行った。この研究にお

いて、さらに成長の可能性がある判断し、熱帯雨林の中、遺跡への応用を行い、2013 年

にはこの技術を商業化し、2019 年には、企業化を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.18 地下坑道のマッピング例 

 

2)森林における特定種の選定 
  前述のとおり、SLAM の特性を利用しドローンなどの様々な無人化の方法が研究されて

いる。また、対象の性質を分析する技術もふまえていることから、森林における特定の選

定の研究が行われている。 

その事例として、ヘリコプター（有人）にて、森林上空

を飛び、その中に生息する、マイコニア探し出すものであ

る。このように人間ではほとんど不可能な、特定の種を見

つけ出すことが可能である。また、この技術は、コアラの

生息調査への適用も、研究されている。 

 

図 4.3.19 森林に生息するマイコニア 
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3) ドローン（完全無人自動化）によるマッピング 
ドローンの完全無人自動化の事例で、人間が操作に関与することなく、地下の地形や、プ

ラントなどを、マッピングすることが可能である。このように地形や環境を再現できる。 

また、一旦地図ができれば、このマッピングの中を、ドローンが自由に行き来できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.20 搭載機器と自動飛行（ドローン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.21 地下空間のマッピング 
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図 4.3.21 プラントのマッピング 

 

4)自動運転車両 
 自動運転車両は、農業、工場、資源採など様々な分野への応用が考えられる技術であ

る。既存の自動運転は、地図情報を持ち合わせていることを前提としており、主に、地図

情報が存在し、車線などが明確に分かっていることを前提としている。また、従来の仕組

みは、GPS に依存している。 

現在行っている研究は、SLAM 技術と各種センサーの組み合わせにより、地図情報の無

い状態での運転を想定している。 

走行しながら、再現した環境を分析し、適切な移動経路を探すことが可能で、障害物や

データにない環境を発見した場合、自動的に計算判断し、最適な通り道を探す。よって不

測の事態に対応できると考えている。 

また GPS が活用できない環境下での自動運転も可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.22 自動走行の様子 
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図 4.3.23 自動運転車両 

 

天井部分の LiDAR（図 4.3.24 左側）で得られた、この瞬間の点群データが画像で示され

ている。 

図 4.3.24 右側の写真が計測した 3D マッピング。利用の際は 3D マッピングを 2D に置き

換え、到着先を指定する。また、車両周囲には接近センサーがついており、障害物に近づ

くと自動停止する。 

この車両の応用例として、大型構造物のマッピングにも利用できる。また時間経過によ

る分析も可能で、さらに様々なセンサーの追加により、位置情報の精度向上が向上し、正

確に把握できる。 

また、センサーの霧、雨、ダストのノイズ対策も研究している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.24  LiDAR と３D マッピング 

 

このように、位置情報に基づき判断する技術についてアメリカを舞台にコンペティシ

ョン（DARPA Challenge）が行われている。スタート当時は砂漠が舞台であったが、現在

は GPS の使えない地下で、人間が一人地上にいてロボットを操作する。ロボットは、地下

環境に放たれ、お互いに情報の交換をしながら、地下環境をどれくらいの正確さで把握が

できるかを競うもの。この技術は特に、緊急時災害時の捜索活動などを想定している。 
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図 4.3.25 SLAM+ロボットによる研究 

 

 

5) 人によるレーザースキャン技術 
 前述の車両やロボットへ搭載した、LiDAR を人に取り付けて環境状況を収集（図

4.3.26）するもの。この研究施設内を歩いて得た情報を図 4.3.27 に示す。 

画面で、一つ一つのデータが示されており、マッピングと同時に、歩行している人間の

方向や速度も示される。つまり、温度センサーなど、各種センサーを取り付けた場合、そ

の方向情報の正確性を担保することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.26  LiDAR（人間用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.27  収集情報 
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 この技術は、シンガポールで市街地全体のマッピングにも利用されている。 

特に建物の内部構造等の情報を集めることが行われており、建築の分野でこれが活用さ

れ始めている。既存の建物をマッピングしそのデータを、災害発生時には、倒壊してしま

った建物の復旧へ活用される。 

これと同じようなことを、オーストラリアでの活用も考えられており。将来は、市街地

全体のマッピングをして、消防や救急分野への活用も想定されている。 

 

（４）その他技術事例 

1) IC タグによる建設資材管理 
 建物の壁面パネルに IC タグを製造過程で埋設するもので、すべての壁面パネルについて

製造、出荷、設置全ての過程を追跡できる技術。 

 IC タグには、施工に必要な情報（設置位置等）が入力されており、壁面パネルの出荷、搬

入状況、紛失、施工ミス（設置位置の間違い）、施工状況（工事の進捗状況）が確認できる。 

 この技術はメルボルンで建設中のビルに適用されている。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.28 IC タグによる壁面パネル管理 

 

 

 

 

 



4-30 
 

（５） オーストラリアの研究開発についての意見交換 

CSIRO は様々な民間企業や大学と協力関係にあり、現場からのフィードバックから生じた

課題や問題点について、研究室から応えていくようにしている。研究だけに終わらず、実用

化され、研究が最終的に便益を生み出すまで続けてゆくようにしている。 

CSIRO 内部では、研究のイニシアチブとして、出てきたアイディアをどう研究するか、ど

う実用化するか、また市場に出た時受け入れられるか、の判断を行うプログラムがある。 

実際には、クライアントに対してソリューションを提供する、チーム又は会社があり、実際

の実用化までの仕事や投資を行う。OWN プログラムは、このプロセスを加速するプログラ

ムである。 

CSIRO や CSIRO のクライアントの中から、上記のことを実際に行うチームや会社を立ち上

げたり、ベンチャーキャピタルから資金を受けたりして、商品化の加速を図っている。この

ため、CSIRO 自体が、商品化を直接行うことはしていない。研究の初期段階から、このよう

な会社を探し、その結果生じた利益を公平に分配する仕組みを作っている。 

 

（日本では ROS(Robot Operating System)のようなパブリックソースのものを使うことに抵

抗がある。また ROS インダストリーを使っているのか、と質問したところ、） 

パブリックソースを使う理由は、それにより、CSIRO はこまごまとしたことに、リソース

を集中させ、大きな問題はパートナーが行うといった、仕事の配分ができることにある。 

例えば、SLAM にしても、いろいろなものに共有できる。 

 但し、ほかのチームが、ほかの技術を ROS の代わりに使いたいということなら、使って

も構わない。実は最近では、オープンソースか、ライセンスかは、あまり重要性を持たなく

なっていると考えている。これまでは、ロボットを製造し提供するという考えだったが、現

在では、むしろロボットを使った、サービスを提供する流れに代わってきている。従って、

あまり重要でなくなっている。 

また、現在では最適なエコシステムが出来上がっており、すなわち、サービスを提供する

ことで、ロボットを改良し、良いソリューションを提供する、良い流れが出来上がっている。 

従来のライセンスの考えでは、一旦商品となると、その後 10 年間同じロボットを使い続け

るという考えだったかもしれない。しかし、サービスを提供することになると、改善を行う

ことで、自分たちに利益が返ってくる。そう云った良い流れになっている。 

現在、私たちは大手のグローバル多国籍企業との提携を非常に重要視している。例えば、ボ

ーイングとは、30 年以上提携しているし、一年半前には日立との提携を行っている。 

なぜ、大手グローバル多国籍企業との提携を進めるかだが、グローバルなサプライチェー

ンがどう機能するか把握し、どこでどういうものが実際に求められるか、しっかり需要を把

握するだけでなく、クライアントに、どのような付加価値を、どういった形で提供するかが

良いのかを、私共が理解することが可能となるからである。 

CSIRO は、ロボットが自律的にデータ収集を行うもので、人とは動きの部分だけしか似て
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いるものがない、センシングや検知の部分はロボットが自動的に行うものを目指している。  

石油やガスの分野での、導入初期段階では、人間が一つ一つ介入するが、導入が進むにつ

れ、自動部分をゆっくり増やしていく方法がよいのではないかと思っている。 

なお、このオペレーションを行う人は、ロボットに関する知識は必要なく、操作する人の違

いによる問題はない。 

なるべく自律性をもたせて人の負担を軽減する方法としては SLAM があり、簡単な操作で

自動的にマッピングをすることが可能となる。クイーンズランド州では、警察がこれを導入

していて、殺人現場で、カメラ、センサーにより、自動的にマッピングし、アーカイブが出

来上がるが、これを行うために特別な研修などは必要ない。 

クイーンズランド州では、現場で実際に、先ほど述べたソリューションを提供する複数の

会社を設立している。一緒に研修を行ったり、一緒に問題点を理解したり、そういうことの

できるエコシステムを作り上げる動きをしている。 

これは、自然な弱いネットワークで、先週の会合には、約 100 人集まった。これには、大学

関係者だけなく、民間部門の方々も含まれ、集まって議論をする。また、中小企業の方にも、

このロボット研究センターの施設を使って研究してもらう目的もある。 
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（６）まとめ 

 CSIRO における研究は個々の技術についてそれぞれ企業がつき，要望に応じてその技術を

作り込んでいた。また、現場の問題をしっかり分析し、研究だけで終わらず、実用化され、

研究が便益を生み出すまで続けていくこともにも力を入れている。 

 今回の視察にロボット等の開発における取組については、以下のことが云える。 

・各々のロボット機構を組み合わせる考え方が主流 

・ロボットの移動運行、位置情報の処理、操舵の処理を別々に開発し、組み合わせるこ

とで適用の幅を広げようとしている 

 ・SLAM によりロボットの移動に自律性を与えている 

  

【永谷教授の所感  実見学技術について】 

① 4 足壁面移動ロボット 

技術的な新奇性は小さい。このロボットの特徴として足を置く先をしっかり見る点を

強調していたが、速度が遅すぎて、現段階では実用的ではない。 

また、利用しているアクチュエータは，韓国 Robotis 社製のスマートモータ Dynamixel

であり、ハードウェアに特徴は少ない。 

②3 輪独立制御のロボット 

各車輪が独立にコントローラを積み、組合せが変わっても、きちんとロボットを制御で

きるという技術。分散アーキテクチャと呼ばれるこの話は，学術的には面白いが，産業

界には、すぐには役に立たないと予想される。 

③自律走行車 

マッピングとナビゲーションを同時に行うという点（SLAM）が特徴。学術的には，世

界中で行われている技術であるが，屋外移動車に適用し，早期に実用化を目指している

点が良い。 

④装置をもった人が歩くことで 3 次元マッピングができるデバイス 

このオリジナルは、カーネギーメロン大学(CMU)である。 

シドニー工科大学でも，同様のデバイスを製作していた． 

 

全般的に、学術的に優れているわけではないが、個々の技術についてそれぞれ企業がつき、

要望に応じてその技術を作り込む点が、ロボットが実用的に使われる鍵となっていると予

想される。 

 
 
 
 
 



4-33 
 

４．４ クィーンズランド大学での ARTEMIS 社他へのヒアリング 
 

実施日 2020 年 2 月 24 日 15：00~18：00 

場 所 クィーンズランド大学 

左：Darren FOSTER,  CEO of ARTEMIS Robotics (写真 4.4.1)   

右：Dr. Adnan TRAKIC, University of Queensland, Advance Queensland Fellow, Electromagnetic 

Innovations (EMAGIN)  (写真 4.4.2) 

 

オーストラリア、クィーンズランド州の、水中構造物のロボット点検を行う、ARTEMIS 

Robotics 社の水中点検プラットフォーム、並びに、クィーンズランド大学のマイクロ波によ

る構造物内部点検技術についての視察および意見交換を行ったもの。 

 

（１）ARTEMIS の水中点検プラットフォームについて 
Darren FOSTER,  CEO of ARTEMIS Robotics より、 

  ARTEMIS 社は 2013 年より様々な分野のインフラに対し、構造物点検用のロボットを製

作している。開発しているロボットのほとんどが、点検に必要な労力を如何に減らすか

を目的としており、エンジニアやプランナーが用いることができるデータの量を増や

すことがもう一つの目的である。ロボット業界での大きな変化は、ロボットはこれまで

資産であったものが、サービスと変わってきていることである。業界を通じてロボット

に関する認識が高まっており、私どもは国際市場の市場調査を行った。 

港湾は 30 年以上前に作られたものが多く、その後に建てられた周辺のインフラと一

緒になり、全体のインフラの一部として港湾がある。このことは、同様なビジネスモデ

ルとして、土木インフラ、住宅インフラのいずれにも適用される。 

オーストラリアでロボットの事業を行うにあたり、ロボットをサービスとして提供

する、またソフトウェアをサービスとして提供することが含まれている。 
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収集データが増えるにつれ、このデータをどう取り扱ってゆくか、そういう部分も重要

になる。また深層学習、人工知能といった分野も重要となる。私たちの目的は、雇用を

減らすのではなく、人々が働いていく内容を変えてゆくことだと思っている。 

  ARTEMIS Robotics 社が解決しようとする問題は、データの量を増やすこと、人間の労働

時間を減らすこと、また、インフラにかかわる人間の安全確保である。 

ARTEMIS Robotics 社が行っていることは、杭の点検だが、杭の上にあるセンサーで、杭

の中の 98％の問題を検知できるというである。 

 

 

 

  図 4.4.1 は、杭点検用のプラットフォームを示す。センサー機材等は、市場で入手でき

るもので開発されている。このセンサーは、水面の上、水面の下で機能するもので、水

面下の場合、水面下レーザーのようなものを使う必要がある。 

 

図 4.4.1 〔a〕Artemis スキャンプラットフォーム、〔b〕CNC スキャンシステム 
    〔c〕〔d〕導波管センサー 
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図 4.4.2 プラットフォームの点検試行状況。緑がレーザー読み取り状況 

 

  図 4.4.2 が最初のプロトタイプで、杭の直径は 2m です。ロボット自体は直径が 4m 以

上ある。杭の緑のラインが、レーザーが読み取っているところ。右下が、読み取り内容。

ロボットは、自動的に杭の一番上まで上がり、それから下に降りてゆく。ロボットが故

障したら、その場で停止し、ロックが解除されれば、電源なしで自動的に下がってくる。 

 

 

≪質疑≫ 
  2m の杭に 4m のロボットが上下するということだが、どんな理屈で移動するのか。 

⇒最初のプロトタイプでは、油圧（Hydraulic）で車輪を使って上下させた。次は電動で

キャタピラにより上下させる構造にしている。杭のためのもので、様々な寸法に対応で

きるようになっている。 

  杭は何を支えているか。金属製か。⇒ この場合は桟橋をささえるものである。TEPCO

に行ったときはガスの受け入れの桟橋で同じような杭が使われていた。この場合は金

属製だが、後でアドナンさんからコンクリートの杭に対応した方法を紹介する。TEPCO

の皆さんは、東京の地下鉄トンネルの点検に関しても興味をいだいていた。 

  どのくらいの深さを最大考えているか。⇒ 最初のプロトタイプで 30m だったが、一

旦それを達成すれば、300m まで行くのはそれほど問題でない。 

  レーザーのスキャナーの部分の物理的特性も問題ないか。⇒ 問題ない。 

 

 

 



4-36 
 

（２）マイクロ波による内部変状把握手法について 
Dr. Adnan TRAKIC, University of Queensland, Advance Queensland Fellow, Electromagnetic 

Innovations (EMAGIN) 

 

  マイクロ波によるインフラ変状の点検方法についてお話しする。構造物の特に内部の

変状は、目視だけで見つけることは非常に難しい。クラックは表面近くでの顕微鏡レベ

ルのものから始まるが、これが発見されない、または処理されない状態で放置されれば、

構造物は最終的に崩壊する可能性もある。変状や破壊が進んだ状態では費用もかかり、

補修のための労働力も要する。 

点検は人の手により行われるが、これを自動化してゆかなければならない。将来の点

検は自動化されることが好ましく、これが研究のテーマとなっている。様々な点検手法

がある。光学的点検、超音波、放射線、マイクロ波等々だが、これらは特徴が異なり、

利点もあれば欠点もある。 

光学的な手法は、表面は分かるが、内側は分からない。放射線は安全上の問題がある。

それに対し、マイクロ波を用いればこういった問題をすべて解決できる。 

  GPR(Ground Penetrating Radar)は非常に長期にわたって使われている技術で、センサーを

用い電気的情報を取り込み点検を行うもので、材質による誘電率の違いによる干渉が

あると、その状態を判断できる。 

 

図 4.4.3 GPR による周波数と透過深さ、対象物の規模等 
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  図 4.4.4 は人の手を使った測定例だが、周波数が高いほど解像度が低くなる。シミュレ

ーションで行ったもので、縦横 3 個ずつマイクロ波センサーを並べ、表面上並びに内部

の亀裂の検知を行った。右に示しているものは、亀裂の幅が 0.5mm から 6mm とそれぞ

れ違うものを検出したものである。左は深さ 4 ㎜の見えない亀裂を検出したもの。同じ

技術で、内部の亀裂を検出することができる。 アルミとコンクリートで試験を行って

いる。これはコンクリートの場合である。 

 

図 4.4.4 SRR アレイによる測定例 

 

  図 4.4.5 は円柱形のクロススロットで入っているアンテナになるが、亀裂の幅が 2 ㎜、

5~6GHz の範囲で検査を行ったもの。 

 
図 4.4.5 亀裂幅 2mm の検査 
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  図 4.4.6 は同じようにサーキュラー・ウェイブ・ガイドに対して、40 ㎜から 130 ㎜の深

さの亀裂の検出を示したもの。 

 

図 4.4.6 サーキュラー・ウェイブ・ガイドによる深い亀裂の検出状況 

  図 4.4.7の右側にあるのは、亀裂の形状がより複雑化したものを視覚化したもの。図4.4.8

はさらにコンクリートの亀裂がより複雑化しているものを示す。 

 

図 4.4.7：サーキュラーウェイブガイドの亀裂の形状が複雑化したものの検出状況 

 

図 4.4.8 更に亀裂の形状が複雑化したもの 
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  図 4.4.9 は鉄筋を点検したもので、内部で鉄筋が腐食し、浮きが生じる状況を検査した

もの。コンクリート中の鉄筋が水平方法、垂直方向、様々な方向のものを検出すること

が可能となる。 

 
図 4.4.9 鉄筋の検出状況 

 

  図 4.4.10 は CNC(コンピューター数値制御)を使い、異なるマイクロ波アンテナによる、

コンクリート内部の鉄筋の損傷を検査したもの。 

 
図 4.4.10 マイクロ波アンテナによる鉄筋の損傷調査の様子 
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  図 4.4.11 は、異なるアンテナを使った場合を比較して示したもの。アンテナによっては

深いところまで検知できるが、アンテナの大きさが非常に大きくなってしまったりす

る。 

 

図 4.4.11 アンテナの形状による鉄筋の損傷検知の様子 

 

 

 

  図 4.4.12 は、測定結果で、左が横軸を周波数、時間で示したもの。表面から鉄筋まで、

またはコンクリートの裏面までからの反射を示したもの。 

 
図 4.4.12 鉄筋のイメージング 
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  図 4.4.13 の右側に示したものは、コンクリートの内部構造を画像処理したもの。内部の

鉄筋の太さ、深さ位置をこれで示すことができた。ここでは鉄筋の厚さが 10mm と出

ており、実際のものと同じ。左断面図は、鉄筋位置で、5 ㎝と 12cm 位置。中央はコン

クリートの表面から裏面までを示したもの。 

 

図 4.4.13 鉄筋深さ位置 

 

  図 4.4.14 は、ある特定の時間の情報について、これまで集めた全ての情報を、一つにま

とめて 3 次元で示したものです。 

 
図 4.4.14 3D マイクロ波イメージ 
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  図 4.4.15 は異なるアンテナとアレイで行った自動計測の結果です。通常 0.7GHz~数 GHz

の範囲が構造物の変状検出にとって一番良い周波数となる。 

 

図 4.4.15 マイクロ波センサー設計及び試験状況 

 

  図 4.4.16 は、今年 ARTEMIS のものと、開発中のマイクロ波技術を使って無人の潜水艦

を使って点検を行うイメージを示したものです。 

 
図 4.4.16 マイクロ波技術による水中点検イメージ 
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  今後の展望としては、橋梁や高層建築物に、ドローンにこのマイクロ波を搭載して点検

を行うことを考えている。道路の点検に関しては、図 4.4.17 のような車に搭載し、点検

を行うことを考えている。 

 
図 4.4.17 橋梁や道路の点検の将来イメージ 

 

≪質疑≫ 
  マイクロ波は表面につけないといけないか。⇒ 不要。ある程度の距離をあけても構わ

ない。赤外線により距離を計測し、それで校正を行う。しかし超音波なら実際に接触し

なくてはならない。 

  程度によるが、離れていると電磁波のため、日本では電波法に引っ掛かる。オーストラ

リアではどうか。⇒ 1mW くらいの携帯電話よりはるかに低いレベルのパワーであり、

問題ない。 

  どのくらいの深さまで OK か。⇒ 0.7GHz で 50cm 程度、1GHz で 0.4m、0.7-5GHz で 50cm

くらいが目安。GPR で、200-250MHz で 5m-15m とあるが、これは下水管を想定したも

ので、5-12GHz までいくと、0.5mm くらいまでの亀裂の検出が可能。0 から 0.5m の深

さを対象と考えており、そこまでは非常に良い解像度を得ている。クラックや鉄筋はコ

ンクリート中で 1m 以内にあるものと考えている。 

  どんなものをターゲットにしているのか。トンネルか。⇒ ビルディングの安全、シド

ニーでは新しいビルにかかわらず、亀裂が発生するケースがでているので、これを対象

としている。エンドツーエンドは、メーカーで作ったプレストレスビーム、製造現場で

も中古のものでも、サイクロンや地震で影響を受けたものをすべて含む。 

  日本ではプレストレスとコンクリートのシースの中に鋼線があるが、グラウト不良に

は、電磁波は使えないとされている。そういったものは可能か。⇒ 私たちの開発した

マイクロウェーブ技術では、グラウト不良の場合のシースのエアスペースの誘電率を

測定しており、可能である。コンクリートの鉄筋による浮きを検出することは、非破壊

試験でも難しいが、これが可能となる。 

  私たちは、浮きを見るとき、赤外線を使って深さ 10 ㎝程度までを見るが、マイクロ波
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ではそれより深いものも可能ということか。⇒ 現状では 15cm ですが、今後の目標と

してはさらに深いところまでしようとしている。様々な計算方法でコンクリート内部

の検査を行うことを検討しており、50 ㎝以内に集中して研究しています。 

  50 ㎝と 15 ㎝では周波数は変えるのか。⇒ 0.7-5.5GHz までの様々な周波数を使い、組

み合わせで最終的な結果を出す。これにより、深いところから浅いところまでの様々な

個所の検知を行う。チームに新しい 5 人の PHD、ポスドク、アシスタントメンバーが加

わり、ここ 2-3 年の間に成果が上がると思っている。⇒ 空気中と水中で同様というこ

とか。⇒ 現在は空気中のものである。新しいメンバーで水中についても行う予定であ

る。 

  最後のスライドで、車からマイクロ波を出すとあったが、何が対象となるか。⇒ 道路

表面から見るもので、橋梁とかに使えるかもしれない。もともとオーストラリアでは、

桟橋で数㎞にわたって続くようなものがありプレキャストコンリートでできているの

で、その点検用に考えたもの。 

  舗装ではなく、その下が対象か。⇒ 深いところまで見ることが可能。アスファルトと

コンクリートでそう特性が変わらないので、アスファルトができないのはおかしいと

思う。 

  ⇒ 日本での一番の課題は何か。⇒ 日本の高速道路舗装はポーラスなので、下のクラ

ックは検出することが難しい。アスファルトの下には、橋梁ならコンクリート、土工な

ら土になる。⇒ アスファルトとコンクリートの違いは少ないので、実験を繰り返す必

要はありますが可能と思う。 

  ⇒ 海外の事例を見ると、凍結防止剤の使用によるコンクリート浮きの問題がある。⇒ 

凍結防止剤と海から入ってくる塩による影響がある。古さより、凍結防止剤等塩の影響

が多い。⇒ 私共の方では、コンクリートのクラックから入った水、水の誘電率は非常

に大きいため、それを利用して検出する方法を検討している。補修を行った後、数年後

に、毛細作用により、水分が入り込み、さらに大きな問題になったりする。そのため、

早い段階で問題を見つけ出し、対応することが重要になる。⇒ そういった箇所は、水

が介在するとうまく検出できないのではないかと思うが。⇒ εr(比誘電率)は、コンク

リートが 5 で、水は 80 になる。このあたりは、これからの課題として研究する。さき

ほどの水とは建設段階のものか、それとも後から入ったものか。⇒  

  日本の高速道路の舗装は、ポーラスな表面であり、水が浸透する。コンクリートとの間

には防水層があるが、この防水層とコンクリートの間に水が浸透し、コンクリートが土

砂化する。この部分は乾いていると検出できるが、ここに水分が残っていると検出でき

なくなる。⇒乾燥していたら可能か。⇒可能だが、なかなか水が抜けない。⇒εr は結構

差があるので、この水が溜まっているところは、この方法で検出できると思う。土砂化

している部分の厚みは。⇒ 数センチです。防水層はあるが、水は浸透して防水層の下

に行く。防水層は数ミリのエポキシ性の防水層。⇒ それなら問題なく、検出できると



4-45 
 

思う。対比が重要ですので、非常にコントラストがはっきりしていると思う。⇒ 実際

には、アスファルトをはがすしか方法が無い。先ほどの車なら交通規制なしでできるか。

⇒ 深夜なら、一定速度で計測できますので、最善の結果を得ることができる。トンネ

ルとかでも使えると思う。現在私共が積極的に行っていない理由は、そういう要望が出

ていないからである。⇒ オーストラリアの舗装は。⇒ ほとんどアスファルト。しか

し寒冷で、凍結するような個所は少ない。凍結を考えると、なぜ日本がこのような舗装

にしたかはよく理解できる。 

  ARTEMIS Robotics では常にパートナーを探しており、技術的に、情報交換を含め、日本

の大学とも進めていきたいなと思っている。いままで 4 回日本に行き、非常にこちらの

技術に関心を持っていただいており、これからも協力させていただきたいと思ってい

る。⇒ 水中構造物を有する会社は、東京湾横断道路(株)や首都高速道路(株)がある。

⇒ 水中の構造物の点検は、ダイバーによるものは危険が伴う。水中の構造物では、外

から内に向けての損傷よりも、内側から外側に向けて損傷を受けている場合があり、こ

の方がずっと危険である。これまでの例では外部が爪の先ほどの腐食だったが、内側が

1x1m の損傷がある場合があった。⇒ 弊社では、ダイバーによる点検は損傷を受けて

いる場合を除き、行っていない。⇒ ダイバーでは外側しか見ることができない。内側

が損傷を受けていればもっと厳しいことになり、莫大な費用が掛かる。そのための技術

を提供することを私たちは目標にしている。 

 

■参考 

https://www.whitsundaytimes.com.au/news/new-technology-a-game-changer/3124656/ 

 

 

（３） 技術概要と意見 
 
  ARTEMIS 社の水中点検プラットフォームは、桟橋等の水中構造物の点検用には有効な手

段だと思うが、高速道路橋梁の橋脚等水中構造物の点検には、より大きな、かつ断面形

状に合わせて対応できるものを作る必要がある。水中点検で、同形状の橋脚が多数存在

し、かつ早急に点検を行う必要がある需要がある場合は、有効な解決策の一つとなりう

ると考える。また、橋脚の周りには、海洋であれば貝類の付着等があり、点検のための

除去装置も含めたプラットフォーム利用も考える必要がある。 

  内部探査手法としてのマイクロ波の利用については、日本での研究状況から、必ずしも

万能とは言えないと考えている。特に水中での使用は前例がなく、水上でも水分を含ん

だ損傷部分の検出に苦労している。Dr. TRAKIC の研究成果にも着目しながら、実用的な

センシング技術となりうるのか注視してゆきたい。 

 

https://www.whitsundaytimes.com.au/news/new-technology-a-game-changer/3124656/
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４．５ クィーンズランド工科大学へのヒアリング 
 

実施日 2020 年 2 月 25 日 9：30~12：30 

場 所 クィーンズランド工科大学(QUT) 

 

Professor Michael Milford 

Professor of Robotics ARC Future Fellow 

 (右 写真 4.5.1) 

 

クィーンズランド工科大学では、ロボット

を実社会へ利用する、先進的な研究を行って

いる。 

この調査では、クィーンズランド工科大学

でのロボット研究状況について視察し、意見

交換を実施したものである。 

 

（１）Milford 教授の QUT の研究状況説明 
  QUT の強みとしては、飛行ドローンがある。自動運転機能のあるもので、幅が 3m から

4m というものもある。様々な応用が考えられるが、農業や環境科学の分野で外来種を

見つけるものや、ブドウ農場で害虫を見つけ出すものなどがある。グレートバリアリー

フでは、沢山のロボットが実験を行っており、サンゴの健康状態を管理したり、ジュゴ

ンやクジラといった動物を追跡調査したりしている。別な応用としては、動物の頭数観

察で、こちらが通常のカメラ画像で、こちらが特別な画像処理により、画像の中からコ

アラの位置を分かりやすくしている。これには赤外線他様々な波長のセンサーを用い

ている。 

  無人運転車両の研究も行っており、完全自動運転ができる車両もある。これは最近終了

した研究だが、運転中の交通インフラを分析するものである。この研究では、最新の人

工知能を使い、アルゴリズムなどをオーストラリアの交通事情に合わせて調整した。道

路標識や信号機、車線などを自動認識して、車体の位置を自動的に最適な位置に移動さ

せるものである。 

  こちらもクィーンズランド政府とキャタピラー社が合同で行ったもので、地下に潜っ

た状態で、マッピングとナビゲーション技術を組み合わせ、地下の採掘トンネルの地図

を作り出すもの。工事車両の位置を正確に把握できる。無人運転車両の性能を引き上げ、

工事車両の位置を全て正確に把握することによって、資源採掘を無駄のない効率的な

最も良いものにできる。 
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図 4.5.1 地下の採掘トンネル 

  もう一つの分野は、潜水艦ロボットで、グレートバリアリーフが舞台。目的は特定の外

来種のヒトデを採取し駆逐すること。標的を見つけ、この外来種のヒトデに、いわゆる

毒薬を打ち込んでいる。グーグル社から 75 万ドルの資金を提供してもらっている。 

  その他、こちらの研究内容を一般の方にも知っていただく啓蒙広報活動も重要と考え

ており、無人運転車両やロボットのペッパー君などを使って啓蒙活動を行っている。 

  ⇒ CSIRO との研究内容との関係は。⇒ CSIRO とも一緒に研究している。現在進行中

の無人運転に関するプロジェクトで 300 万ドル規模の研究を行っている。研究生の中

には、当大学と CSIRO に同時在籍している者もいる。また QUT の生徒が、海外の会社

に出向いて仕事をすることもある。しかし、こちらで PHD を取得して、大抵はカリフ

ォルニア(シリコンバレー)に行ってしまう。 

  資源採掘で地下トンネルのマッピングの話をしたが、こちらは実際に使われた機材の

一部。こちらは試作品だが、6 か所の採掘場で試験をした。この実験の結果の集積をキ

ャタピラー社に託して、研究を続けてもらっている。 

  農業や採掘現場などで使用され

る大型のロボットはこの建物に

は収まらない。これはまだ小さい

方で、無人のロボットの中でも小

さい方だと思うが、このロボット

がオーストラリア国内で仕事を

している。 

こちらは NASA と共同で研究して

作っているもの、こちらは全地形

対応のもので、舗装が無くても森

の中でも対応できる。        図 4.5.2 資源採掘ロボット 

  これは卒業生の就職先です。オーストラリアに戻ってくる人もいるが、たいていは海外

で活躍している。 
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  オーストラリアでは特に農業分野におけるロボットの活用が期待されている。そのう

ち具体例を二つ紹介します。 

  最初は AGBOT2 と呼んでいる。ロボットの重量が約 0.5t あるが、農地から雑草を取り除

くものである。画像分析、人工知能を用いて、状況により除草剤を撒いたり、物理的に

取り除いたりする判断をする。このように該当する雑草にのみ除草剤を打ち込む、また

は物理的に雑草を取り出すこともできる。 

 

図 4.5.2 農業ロボット 

  オーストラリアでは農業は非常に重要な産業であり、生産だけでなく、生産した後の農

作物のトラッキング技術や情報処理技術など、様々な分野の研究が行われている。 

  こちらで紹介するのはハービィーというピーマンを採取するロボット。アームにセン

サーがあり、マッピングを行い、適切なピーマンを取る。先に鋏が付いている。ただし、

人間より作業速度が遅いうえに、正確さは 77％にすぎない。ただし、休憩をする必要

もない。 

⇒ ピーマンが熟しているかどうかも判断するのか。⇒ 現段階では熟れ具合の判断

はできない。⇒ 77％以外の 23％は取り残か。⇒ 成功の定義は、ロボットがピーマ

ンを見つけ出し、茎を適切に切って、バスケットへ入れるまでを行うこと。失敗の定義

は、見つけられない、どう茎を切ってよいか判断できない、不適切な場所を切るなどが

考えられる。 

  もう一つ注目している技術は、人間の手先の器用さをどうやって再現するか。数年前ア

マゾンがロボット技術の競技を開催している。これはアマゾンの倉庫管理の技術向上

のための競技である。アマゾンは多彩な商品を扱っており、一つのロボットでこのよう

な小型のごみ箱から、こちらの柔らかいぬいぐるみのようなものまで、どちらも同じよ

うに持ち上げられるロボットが必要になるが、この時点では難しかった。 

  私たちのチームは、既存のロボットを使うのではなく、一から作った。アルゴリズムを

作り出し、どのような素材感でも現場対応が可能となるプログラムを作り出した。初年

度はこの競技で 6 位、次の年度は優勝した。この優勝をきっかけに起業し、私共の研究
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スタッフからおよそ 10 名がこの会社の設立運営にかかわった。 

  医療分野のロボット研究も力を入れている。プロジェクトのメンバーには、現役整形外

科医もいる。ひざの手術や機能回復のためにロボット技術を活用しようとする試みで

ある。手術の際の、医者の手助けをすることも研究しており、現在の段階ではあくまで

も手術の補助、補佐の役割だが。まだ医師に代わってロボットが手術を行うものではな

い。外科手術では、人間の体内を撮影するカメラ、適切な画像情報を届けるアルゴリズ

ム、がある。 

  ⇒ 今日のメンバーの多くが高速道路の管理をしているメンバーであることから、特

に興味があるのが、インフラ点検などになります。今日の説明の中には、いくつか関連

するものはありますが、ラボの中にはビジョンという名前が付いていましたが、そのビ

ジョンの中で点検に関するものはあるでしょうか。⇒ 特にインフラの点検整備も手

掛けており、電力会社の設備点検のための特別なドローンを開発し、鉄塔の点検整備の

ためのプログラムを載せたものを使ったりしている。グレートバリアリーフのマッピ

ングを行っているが、このような技術はそのままインフラ点検に使える。この研究所か

ら派生した技術の中には、オーストラリア国内の電力インフラ、特に電線の分布図など

を把握マッピングするものがある。そのほか、今後取り組みが期待されるものには、よ

りマッピングや画像分析の解像度や正確さを上げるプロジェクトがあり、これが様々

な応用が考えられており、工場内の在庫管理はもとより、インフラ設備の整備点検に応

用が期待されている。 

 

（２）ロボットの信頼性と精度に関する意見交換 
 
日本側からプレゼン後 

インフラの点検に関連する技術として、QUT より説明 

  これは、わたくし自身がかかわった PANSCAN というプロジェクトである。具体的に安

価なカメラであっても、検査点検に応用できるほどの、非常に高精度な画像を作り出す

ことが可能である。 

  2014 年のいわゆる石器時代の携帯電話を使っても、このように非常に細かな画像が撮

影できる。このコンクリートの部分を映し出したものがこれで、カメラの価格は 300 ド

ル(23,000 円)くらいで、このくらいの細かな詳細を確認できる。 

  これは芝生だが、このくらい細かくできる。特にコンクリートを写したものには興味を

持っていただけると思う。⇒ 具体的にカメラのレゾリューションと今のレゾリュー

ションでどれだけ改善されているか。⇒ カメラは 10 から 15M ピクセルですが、画像

のピクセルは何ギガピクセルにでもあげることが可能です。⇒ 具体的な理屈は。⇒ 

通常のカメラであっても、カメラの画像を被写体に近づけた状態を想定し、撮影した画

像と、遠隔で撮影した画像をつなぎ合わせる。⇒ 一枚の画像を得るのにどれくらいの
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時間がかかるか。⇒ 数分間です。こちらは 1 分ほど。こちらは 2 から 3 分ほどです。

計算処理にもう少しかかるかもしれない。⇒ (永谷先生)一枚の絵だとそうなるが、ち

ょっとずつ条件を変えてたくさん撮っておいて、うまいこと処理すると、もっと細かな

ものが見えるということです。遠くからものを撮影するときに、一生懸命ズームするの

が一つの方法だが、もう一つの方法としては、時間をかけてデータを蓄えると、いいも

のができるという例です。逆に時間がかかるという問題があります。ただ、とにかく近

くにもっていかなくてはならないという発想ではないという点がポイントです。 

  コンクリートのクラックをみつけること、時間の経過とともにクラックの状態を見る

ことも行っている。舗装道路やコンクリートの壁面のクラックを検出するという具体

例もある。この技術は一部が実用化されている。⇒ 実用化するのに、課題は。⇒ 必

ず直面する課題は、どれくらいの正確性が必要か、許容誤差はどれくらい認められてい

るかという問題である。リスク管理とその分析、バランスのとり方。もしクラックが発

生していたのにこれを検出できなかった場合、どういったリスクや結果を引き起こす

か。キャタピラー社と共同のプロジェクトであれば、研究資金にしておよそ 150 万ドル

規模のものとなるが、これの許容誤差と頻度は、月に一度くらいは、適切にマッピング

が出来なくても良いというものである。なぜなら常に人間がこれを監督しているから

である。 

  ⇒ 私たちの基準はクラック幅で 0.2mm です。⇒ それでは逆に信頼性、成功率はど

れくらいを求められているのか。⇒ 人間が行うので。スクリーニングなら、それまで

の正確性はいらない。⇒ 0.2 ㎜の精度は分かった。話を変えて、100 万のクラックが

あって、そのうち一つのクラックが検出できなかった場合、これは許容できるのか。⇒ 

収縮クラックなら問題ないが、プレストレスコンクリートのプレストレスに沿ったク

ラックなら 0.2mm でも駄目だと思う。⇒ クラックの幅はセンサーの精度で解決でき

るが、許容誤差の幅がどれくらいかは、問題は依然変わらない。⇒ もう一つ重要な点

は、システムが誤作動を行った場合、システムがこれを自分で自覚しなくてはならない。

この失敗を自覚するという部分が最難関と言える。およそ 800 億ドルをかけて自動運

転の試験が行われているが、いまだに実用化されているものが一台もないのは、この問

題に集約されている。信頼性自体が 99.99 か 99.0 かは別として、失敗を行わないとい

う部分は 100％の確率で行わせなくてはならない。⇒ (永谷先生) 自動車はあんな危

ないものなのにアクセプトされている。人間ができることより良くなると、アクセプト

されるというのが、考えである。このカーブが何パーセントできるかは、今何パーセン

トくらいで人がやっているかにかかっている。もし人間がここなら、機械はここです。

でも人間はここらへんかもしれない。⇒ 目視によって表面を確認する場合、遠隔操作

で高精度のカメラ画像を撮る方法が使えるとしたら、人間がそのコンピュータで画像

を見て作業ができるなら、十分な信頼性を持って作業ができるなら、ロボットにこの作

業を担わせることも可能となる。⇒ 使い方によってその作業の精度も変わる。スクリ
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ーニングの場合は、見落としがあってはだめ。これは 100％を求めたい。ところが、ク

ラックが無いところをクラックがあると判定しても構わない。そこで機械の精度とい

うものは使い方で変わると思う。先ほどの技術があれば、我々が苦労してそこまで近づ

く必要はない。⇒ クラックの無いところで、クラックがあると判定しても良いとはわ

かるが、どの段階まで来たら、人間が関与するのかという議論になったとたんに、こち

らのグラフの議論に戻る。⇒ (永谷先生)Self-Identification Failure ですが、実際にはこれ

をやっても、自分が壊れていることを自分が気づくということで、これをやっても、も

とが解決しない限り、信頼性は担保できないことになる。人をサポートするということ

だが、スクリーニングがちゃんとできているかどうかは、これが本当にできているかど

うかを確認できない限りわからない、となる。結構これで困っている。 
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４．６ シドニー工科大学へのヒアリング 

実施日 ：2020 年 2 月 26 日（水） 

出席者 ：Dr. Andrew Wing Keung To (Research & Development Engineer) 

          Dr. Buddhi Wijerathna (Senior Research Engineer) 

場所    ：シドニー工科大学 Center for Autonomous Systems（CAS 自動化システムセンター） 

 
左：Dr. Buddhi Wijerathna、中：Dr. Andrew Wing Keung To、右：大学外観 

写真 4.6.1 UTS インフラ点検・補修ロボット、大学外観 

 

シドニー工科大学（以下 UTS）で行われている研究開発の中で、主にインフラの点検・補

修に関わるロボット技術を紹介して頂き、基礎研究から実用化に向けての取り組み内容か

ら多くのことが学ぶことができた。 

 

（１） シドニー工科大学 CAS 自動化システムセンターについて 

 2000 年に設立された、シドニー工科大学 CAS 自動化システムセンターは、主にイン

フラの点検・補修を行うロボットを中心に研究が行われている。 

 主要な研究テーマとして、「人間とロボットの相互作用について」と、「完全な自律型ロ

ボットについて」の研究があり、用途に応じてどちらがよいか判断し、研究を進めている。 

【主な研究事例】 

 ・サンドブラストロボット 

 ・尺取虫型ロボット 

 ・登坂ロボット 

 ・送電用鉄塔塗装ロボット 

 ・水中橋脚点検ロボット 

 ・介護支援ロボット 

 ・完全自動化運送車 

 ・水道管点検ロボット 
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（２）各種ロボットについて 
 

1)サンドブラストロボット（写真 4.6.2） 

       

写真 4.6.2 サンドブラストロボットの作業中の写真 

 

サンドブラストロボットは、シドニー湾橋を管理する「NSW 州道路港湾局」（以下 RMS）

との共同開発である。 

シドニー湾橋は 1930 年代に建設が開始され、100 年近く経過している鋼アーチ橋であ

り、シドニー市にとって非常に重要な幹線である。また土木構造物の寿命は本来ならば

100 年程度であるが、重要な文化遺産として登録されているため永久保存が義務付けられ

ている。また、シドニー市では日本と同様で、古い道路を守る仕事が今後増加傾向にある

が、少子高齢化による若い世代の技術者不足が問題となっている。このため、ロボットや

AI を活用した維持管理を目指し研究が始められた。 

 鋼橋はオーストラリア国内に 4,000 橋以上あり、その代表がシドニー湾橋となる。この

鋼橋を維持管理していくためには、鋼部材の腐食を防止するための塗装が必要不可欠と

なる。そのため、必要に応じて行われる塗替え工事での表面処理業務が重要となってくる。

しかし工場のように管理された環境ではないため、形状が一定でない面や狭小空間での

作業といった課題が発生する。また、表面処理業務では、サンドブラスティングなどで発

生する粉塵に塗料に含まれる鉛などの危険物質が含まれてしまい、非常に危険な作業と

なっている。 
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 このような課題から開発するサンドブラストロボットは、人間に代わり作業をするた

めに、ロボット自身が自分の周囲環境を検知し対応する必要がある。すなわち完全自律型

ロボットが適当であると考えられる。 

 このようなコンセプトで開発されたサンドブラストロボットの作業手順は、最初に、自

分の周囲地図を構築する。その次に進行方向とブラスティングの計画を立てる。スキャン

はステレオカメラではなく、RGB-D により行われる。計画が完了すると、人間が許可を出

し、作業を自動で行うという流れである。人間は、安全な離れた場所から監視しながら、

いま何が行われているかを常に表示させるシステムになっている。 

 この研究は、数々の賞を受賞している。また、この研究により人間が職を失うというこ

とではなく、人間とロボットが一緒に作業することで、高齢化した作業員がより長く作業

できるようになることを目指している。 

 

 

 

図 4.6.1 サンドブラストロボットの概要図、 

周辺環境を把握し、計画を立て、コントロールしながら作業を行う。 

 

 

参照資料：Infrastructure robotics: Research challenges and opportunities, D.K. Liu, G. Dissanayake, 

J. Valls Miro, K.J. Waldron, Centre for Autonomous Systems, University of Technology Sydney, 

Australia: https://www.researchgate.net/publication/289313940 

 

https://www.researchgate.net/publication/289313940
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2)尺取虫型ロボット（写真 4.6.3） 

 
写真 4.6.3 上：尺取虫型ロボットの当初タイプ 

                下：現場に適用された改良タイプ 

 

この尺取虫型ロボットもシドニー湾橋を管理する RMS との共同開発となっており、鋼

アーチ部の非常に狭い部材の点検に対してロボットが代わりに行えるようにする目的の

ものである。 

鋼製のアーリリブ部表面を登ってゆけるように、足が磁石になっているロボットを開

発した。この尺取虫型ロボットは、リベットの頭には、止まることができない為、着地面

を自分で見つけて移動することができる自律型となっている。このロボットも大きな成

果を上げ、TV などでも取り上げられ、話題となった。 

このタイプのロボットは、十分な安定性の確保ができず、維持管理用に次の登坂ロボッ

トが開発された。 
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3)登坂ロボット（写真 4.6.4） 

 

 
 

 

 

写真 4.6.4 登坂ロボット 
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 このロボット研究もシドニー湾橋を管理する RMS との共同開発となっている。前述の

尺取虫型ロボットでは、磁石の足だけでは、補修作業には、不安定であるため、アーチを

登坂できるロボットの開発に進んだ。 

 この登坂ロボットは、磁石を使うのではなく、両側の壁を押して本体を固定させ移動す

る。また、前部にサンドブラストの装置を付けて作業することやアタッチメントを変える

ことで、塗装作業や吸引作業も可能となる。 

重量は 40kg ほど、現場へはモジュール化されたものを分解して運び込む。自由度は 6 自

由度で、到達距離が 600mm ほど。電力と通信を行うケーブルの長さは 80m ほどあり、ケ

ーブルの重さだけで 15kg になる。マンホールが 18m ごとにあるため、4 つごとのマンホ

ールで取り外して作業を行う。 

人間が通るのに厳しい 30 ㎝程の人孔は、レスキューすることが困難のため、オースト

ラリアの安全衛生法では、人間を送りこむ事を禁止しているが、この登坂ロボットは、30

㎝の隙間を通過することができる様に開発している。 

  

4)送電用鉄塔塗装ロボット（写真 4.6.5） 

            

写真 4.6.5 送電用鉄塔塗装ロボット 

このロボット研究は、TEPCO（東京電力）との共同開発となる。TEPCO では、送電用鉄

塔の塗装表面処理並びに再塗装が課題となっていた。人間による作業をロボットにより

行いたいという要望があり、約 2 年半前から TEPCO と共同で実験を行っている。TEPCO の

希望により、砂の処理が生じるサンドブラスティングではなく、レーザーによる表面処理

の実験をおこなっており、この共同研究は現在でも続けられている。 
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5)水中橋脚点検ロボット（写真 4.6.6） 

 

             写真 4.6.6 水中橋脚点検ロボット 

 

河川や港湾などに架かる橋梁は、水中に橋脚が点在し、上部工を支持している。この様

な橋脚は、貝類などが付着していることが多くあり、点検にあたり阻害要因を除去する必

要がある。貝類の除去には 4,000psi(27.6MPa)という高圧での作業が必要であり、また、水

中での作業では視界不良の問題もあり視界 50 ㎝という環境も存在する。この除去作業は、

以前は点検員が行っており、潮汐に流されるという危険もあった。 

ダイバーが水中で点検を行うことができるのは、水流の速度は 1.5 ノット(2.8km/h、

0.77m/s)がせいぜいで、このロボットを使うとだいたい 2 ノット(3.7km/h、1.03m/s)まで対

応できる。つまり人間が作業できない範囲も点検が可能となる。シドニーのあちこちの 4

か所くらいの橋梁でこのロボットを実験している。 

 このような課題を解決するために、水中橋脚点検ロボットを開発した。このロボットは、

移動するために、スラスター装置が使用しており、船と同じようなプロペラが使われてお

り、ジェット水を出すことも可能である。 

 点検時には、最初にステレオカメラによる 3D マッピングを行うが、オペレータが劣化

状況を把握するため、カラーでイメージを取得する仕様となっている。位置情報を把握す

るため、SLAM（自己位置推定と環境地図製作を同時に行うシステム）や IMU（加速度か

ら姿勢を安定させるためのセンサー）を使用している。 

 このプロジェクトも RMS と契約して行っているが、メルボルンの港湾当局とも実験の

機会を模索している。 
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6)サンドブラスト支援ロボット (写真 4.6.7) 

 
写真 4.6.7 サンドブラスト支援ロボット 

 

サンドブラスト支援ロボットで、通常の UR10 の上に 6 自由度のロードシステムを搭載して

いる。サンドブラストでの反力を補助する。ロボットのペイロードが 10kg あり、その分楽

になる。研究で、筋肉のモデルなどを使い、人間の動きをマッピングし、ロボットの補助が

どこで必要かを見ている。RGB-D カメラを搭載し、周囲の安全を確認する。この機械も実際

のサンドブラスティング現場で 4~5 回実験を行っている。固定基盤の上に腕を付けている

が、移動型の基盤に載せることを考えている。 

 

7)水道管点検ロボット（写真 4.6.8） 

 
写真 4.6.8 水道管点検ロボット 
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この研究は、シドニー市の水道公社の依頼で開始された。水道公社の配管は、敷設して

200 年経過しており、それまでの知見を集約した水道管のデータベースを作成し、どこが

破裂しそうか、どこに欠陥が生じそうかという問題にたいする予防解析を行い、設計に反

映させている。水道管点検ロボットは腐食によって管の厚さが減少し、破裂が生じていな

いかなどの危険を管内に進入し残存壁厚を計測している。また、３D で配管形状を再現し、

様々なモデリングや計算を行っている。 

センサーだけでデータを得られるわけでなく、このような欠陥を機械学習により習得

させ結果を出すことができる。このデータを元に、水道管を交換するか判断材料となる。 

センサーは、時代によって、マテリアルによって変える必要があり、鋼管やダクタイル

管にはこのセンサーで良いが、プラスチックやコンクリートの場合は超音波を使う必要

がある。また鋼管も、初期は鋳鉄だったのが、その後ダクタイル管になり、炭素の含有が

変わってきている。 

この事業は複数の大学により共同で行ったものであり、UTS はデータの取得、メルボル

ンのモナシュ大学はデータの解析を担当するなど、それぞれの大学で専門知識を出し合

って研究をおこなっている。 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4. 6.9 機械学習に用いた水道管の一部と水道管の３D モデル化 
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8)完全自動化運送車（写真 4.6.10） 

 

写真 4.6.10 完全自動化運送車 

 

 完全自動化のロジスティクスの事例として、荷役作業に使われるストラドルキャリア

(長尺重量物運搬車)を連携させて、作業の効率をどう上げるかの研究も行っている。これ

はコンテナを持ち上げる装置であり、このような全く違う分野での研究も行っている。 

 

 

 

9)介護支援ロボット（写真 4.6.11） 

            
 写真 4.6.11 介護支援ロボット 

 

  人間とロボットの相互作用という研究テーマの１つとして、生活支援や介護支援とい

う形でロボット研究を行っており、高齢者介護や医療現場での介護者支援という課題に

取り組んでいる。 

患者の部屋の移動や浴室への移動の際はホイストを使用するが、このホイストを動か

すのも人間の力が必要になる。このロボットの操作は、看護師が指先だけを使えればよい

仕様にし、看護師と看護される側の意見より、遠隔操作のようなリモコンではなく、実際

に人間がそこにいて操作することが求められた。 
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ここで使われているハードは特別なものではなく、この研究で重要なことは、人の希望

する使い勝手の良さであること、直感的な使用が可能であること、また操作によりどのよ

うなことが起こるかなどである。また、ハードウェアにセンサーを設置し、ドアにぶつか

らないようにするなど、自然に誘導できるように改良を重ねている。 

10)研究体制 

 CAS は、総勢 92 人ほどの機関であり、UTS で企業と共同でロボットの研究を行ってい

る唯一の機関である。研究内容は、インフラが 6 割、生活支援が 4 割となっている。18 人

が教員、システムエンジニア及びソフトエンジニアが 10 人から 15 人、プロジェクトごと

にチームを組んで研究を行っている。92 人には、学部学生は含まれていない。 

チームには通常 Chief Investigator(教授)がいて、ソフトや機械のエンジニアがいる。業界の

期待にこたえるには、優秀なエンジニア(技官)が必要であり、ここのエンジニアは、クライ

アントに納入する場合の責任を有している。 

国際的には、スタンフォード、ヴァージニア工科大学との教授の交流があり、これらの機

関とクロスコラボレーションを行い、学生の交換も行っている。基礎研究は評価されており、

産業界との共同研究が可能となっている。また Co-Director の一人が SLAM で評価されてお

り、各業界とのつながりができている。 

 

（３）総評 

 UTS では、数多くの企業や大学と連携をとり、土台となる基礎研究を基に、パートナーと

一緒に、応用的開発を着実に進めている印象を受けた。 

 RMS との共同開発は、13 年間もの長い年月を掛けて、劣悪な環境において活躍するロボ

ットを開発している。この尺取虫型ロボットや登山ロボットは、移動速度が遅いなどの課題

も多く残されているが、この研究開発は、現在進行形のものであり、ロボット技術は、「製

品」として売るのではなく、「サービス」として提供するという考え方を知ることができた。

サービスとして提供することにより、何年間も同じロボットを使い続けるのではなく、常に

改善していくことで、お互いの利益が確保できる。 

 また、同行して頂いた東京大学の永谷教授によると、UTS は、一般の大学に比べると「技

官」の人数が多く、学生クオリティではないロボットのハードウエア・ソフトを構築するこ

とができる環境が整っている様で、日本の国立大学では、この「技官」のポジションが減少

傾向にあるとのことだった。 
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４．７ ニューサウスウェールズ州道路港湾局へのヒアリング 

 

実施日 ：2020 年 2 月 27 日（木） 

出席者 ：Peter Mann（NSW 州道路港湾局（橋梁及びトンネルの資産管理担当）） 

場 所 ：Sydney Harbour Bridge 

 

鋼アーチ橋では、世界最大級となるシドニー湾橋を維持管理している「NSW 州道路港湾

局」（以下 RMS）のロボット技術を要した点検手法などの維持管理について報告する。特

に、シドニー工科大学（以下 UTS）で開発したロボットを、利用者側から使用状況を聞け

る貴重な体験だった。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.7.1 シドニー・ハーバー・ブリッジ 外観(上)及び、交通状況(下) 
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（１）長寿命化を目指して維持管理に取り組む背景 

 

1)橋梁諸元 
 ・鋼アーチ橋 スパン長：504ｍ 

 ・車道 8 車線 鉄道 2 軌道 自転車専用 1 車線 歩行者専用 1 車線 

 ・オーストラリア National Heritage 法 歴史遺産 

 ・1925 年建設開始 1932 年供用開始 

 ・海風による塩害地域 

 ・平均交通量：約 16 万台/日 約 41 編成列車/日 

年間：15,000 列車、自動車 58,000,000 台、歩行者 1,300,000 人、500,000 サイクリスト 

2)背景 
1932 年に供用を開始し、現在 88 年経過している長期供用橋梁である。この橋梁は、シド

ニー市の重要なインフラであり、主要車線は基幹道路に位置付けられている。また歴史的背

景とシドニーオペラハウスと隣接したシドニー湾に架かる大型橋梁であり偶像的景観をほ

こりオーストラリア国民から愛されるシンボル的な存在である。 

このことから架け替えなどの代替え的な工事は行われず、半永久的に維持していくこと

を目標とし、維持管理を遂行している。 

 

 

（２）ロボット技術を活用した維持管理 

 

1)維持管理の課題 
 【自然及び社会的環境に対する課題】 

・海岸に隣接している為、腐食環境にある。 

・防錆塗装に鉛成分が使用されている為、身体への影響を考慮する必要がある。 

・点検及び補修作業には、シドニー湾橋で実施されている一般者参加型橋梁アーチ部クラ

イミングツアーの参加者への影響を配慮する必要がある。 

・少子高齢化による人員不足 

【アーチリブに対する課題】 

・4 本ある鋼アーチリブは、それぞれのアーチリブが 3 部屋に分かれており、高さはアー

チクラウン部で 1.5ｍと低く狭小断面となっている為、人力での作業が困難である。（写

真 4.7.2 ①）また点検延長は、総計 7.2km ある。 

・部屋の内部には床材が無く、鋼材またはリベット面がむき出しであり、6ｍ間隔に設置

されているダイヤフラムも作業性を悪化させる要因となっている。 

・アーチリブの 18ｍ間隔に設置されている出入り口ハッチ（写真 4.7.2 ②）の幅及び、ダ
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イヤフラムの隙間（写真③）が 30 ㎝程であり、人孔部（写真④）では作業員のヘルメ

ットも通過できないことから点検や補修作業を想定していない構造である。 

  

写真① 狭小アーチリブ内            写真② 狭小ハッチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真③ ダイヤフラムの隙間        写真④ヘルメットが通過しない人孔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.7.2 シドニーハーバーブリッジ アーチリブ内及びハッチ 
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2)バギーを利用した点検の試み 
RMS では、狭小部空間の目視点検の代替えとしてリモートコントロールバギーに GoPro

と LED ライトを取り付けた車両を製作し、無線画面を見て操作及び点検を実施した。製作費

用は 1000 オーストラリアドル程（約 7 万 5 千円）で、簡易的なスクリーニングの手法とし

ての試みだった。（写真 4.7.3） 

人力での点検実施時は、中に入る点検実施者の他に補助者が 2 名付き、3 人 1 組で行って

いたが、バギーを利用した点検では、1 人で点検可能の為、人員の削減が図れ、一定の成果

が得られたが、一方で途中のダイヤフラムを通過できないという問題が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.7.3 バギーを利用した点検状況と点検結果 
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3)尺取虫型ロボットによる点検の試み 
前述での課題を解消するために、ダイヤフラムの隙間や人孔を通過できる点検ロボット

として UTS と共同による尺取虫型ロボットを開発した。 

初期の尺取虫型ロボット（写真 4.7.4）は、軽量であった為、機体の姿勢が安定しなかっ

た。この為、より剛な形式の部材に改良した点検ロボット（写真 4.7.5）を『CROC』と名付

け、点検を実施した。この成果が認められ、2016 年にオーストラリアの Innovation Award を

受賞している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.7.4 初期の尺取虫型ロボット 

 

写真 4.7.5 CROC による点検の様子 
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4)野鳥観察用望遠鏡を利用した点検 
ロボット技術ではないが、目視点検の効率化を図る為、野鳥観察用の望遠鏡を利用して行

う点検も試みている。この点検は「Telescopic bridge inspection」と呼ばれ、500ｍ先の構造物

をノートパソコンの画面を見ながら 1 人で点検をすることが可能である。（写真 4.7.6） 

従来点検では 3 人で 3 か月の期間を要した橋柱の点検だったが、この方法では、1 人が 1

日で終えることができた。 

この画像は、画像形式：JPEG 形式、解像度：24Mpiccel 7Mbite を使用し、スクリーニング

としては十分な精度となっている。 

 

  

写真 4.7.6 野鳥観察用望遠鏡を利用した点検状況 
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5)ドローンによる 3D イメージの作成 
シドニー湾橋では、第三者被害の恐れがある為、規定によりアーチから 100ｍ以内でのド

ローンの使用は原則禁止となっている。観光客などがドローンを使用した場合は、検知する

装置があり軍用レーダーで操作不能とし港湾に落とすことも可能となっている。 

しかし、維持管理の向上を目指し、特別にドローンを使用し、3D イメージを作成した。

3D イメージ作成には、レーザースキャンによる点群データを用いている。（図 4.7.1） 

データの送信には、インターネットは使用せずに、インフラネットで行っている。またプ

ラットホームには、米国の ESRI ARCHGIS を使用しているが、将来的には、AutoCAD に移行す

る予定である。 

この 3D イメージに、点検データを乗せて、変状状況の可視化及び変状データの蓄積を行

っている。（図 4.7.2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.7.1 ドローンによる 3D イメージの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.7.2 3D に点検結果を搭載 

(レベル 1（健全）：青、2（軽度）：緑、3・4（不健全）：赤） 

区分 評価
レベル1 Good
レベル2 Fair
レベル3 Poor
レベル4 Very Poor
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6)振動計を利用した橋梁のモニタリング 
 橋梁のモニタリングとして、橋梁の変状を自動で感知することができる加速度計を 2300

個設置して振動を常に計測している。（写真 4.7.7） 

この管理方法は、2 つの異なったアルゴリズムを機械学習させ、異常値を閾値で管理して

いる。桁と床版は 3 個のセンサー単位で、異常な動きをした場合にアラームで知らせる仕組

みとなっており、このシステムにより通行止めをするレベルになる前の変状を発見するこ

とができる。 

 従来は、2 年に 1 度の点検を実施していたが、このシステムにより常時観察することがで

き、従来点検では、通行止めが必要になるまで進行した変状を事前に発見することができた

実績もある。 

 

 
写真 4.7.7 振動計設置状況 
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7)サンドブラストロボット 
 UTSと共同でサンドブラストの機能を有した補修用ロボットを2007年より開発している。

（写真 4.7.8） 

狭小空間において無人で作業することにより、作業の効率化と人体への悪影響を除くこ

とができる。まだ実用化には至っていないが、今後はサンドブラストの代わりにレーザーを

使用して錆を除去する手法も検討している。（写真 4.7.9）高温となるレーザーでの錆処理で

は、鋼部材に悪影響を与える為、低温での処理が必要となる。 

また、その他の補修方法として Cold Metal Spraying 技術という 3D プリンターを活用した

損傷個所をチタンなどで置き換える工法や、塗装の代わりにチタンでコーティングする方

法も検討している。（写真 4.7.10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.7.8 サンドブラストの機能を有したロボット 
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写真 4.7.9 レーザーを使用した表面処理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.7.10 Cold Metal Spraying 技術と 3D プリンターによる補修例 

 

 

 



4-73 
 

（３）点検結果の管理について 

 

1)変状の区分 
  RMS では、変状の区分を下記の 4 段階で管理している。（表 4.7.1） 

区分 評価 

レベル 1 Good 

レベル 2 Fair 

レベル 3 Poor 

レベル 4 Very Poor 

表 4.7.1 変状区分表 

 

レベル 3 と 4 が問題となる変状段階となっている。レベル 4 となった塗装の場合は、

完全に塗装の役割を果たしていない状況となり、鋼材の場合は、断面欠損や破断などの欠

陥が生じている状況を示している。 

  RMS では、シドニー湾橋専用の点検マニュアルを作成しており、これに基づき点検の

実施、変状の評価を行っている。 

 

2)点検結果 
アーチリブ外側の塗装は、10 年に 1 回の頻度で塗替え工事を実施してきたが、アーチ 

リブ内部は建設以来塗り替え工事を実施したことが無かった。しかしアーチリブ内部の

点検をロボットに置き換えて点検することにより、アーチリブ内部も塗替え工事が必要

と判明した。 

 

図 4.7.3 は横軸に年、縦軸に各年の塗装の変状レベル 2,3,4 の割合を示している。適正な

維持管理により、各レベルの変状割合はほとんど増加することなく、管理されていること

が分かる。 

RMS では、変状レベルの管理目標をレベル 3 で 5％、レベル 4 で 1％としている。 

 塗装の点検結果として、レベル 3 で 4％、レベル 4 が全体の 3％あることが分かった。

また、レベル 3 と 4 を合わせると全体の 7％となる。 

 レベル 4 の 3％を 1％まで下げることが管理目標であり、変状が悪化する前に予防保全

として補修することにより、少しずつであるが減少傾向にある。 
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図 4.7.3 レベル区分毎の推移グラフ 

 

塗装の劣化のイメージは、図 4.7.4 に示す。このように終わりに近づくにつれて急激に劣

化が進行するので、少しでも早く手当てをする必要がある。 

 

 
図 4.7.4 年数に対する状態の比率 
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（４） 維持作業の状況 

これまでの点検や補修は、60 年代は、足場のない箇所にて実施されてきたが、現在は

アーチの上にガントリーを設け、そこで作業する安全な手法を取っている。 

また、建設当時には、リベットによる施工が行われ、総計 6 百万個のリベットが使用さ

れている。リベットは腐食等により頭が欠けていたりするものが所々見受けられるが、機

能しているものも多くあり、劣化の著しいものは順次高力ボルトに取り換えている。 

 写真 4.7.11 に 60 年代の維持作業、写真 4.7.12 に現在のガントリーによる様子を示す。 

 

 

写真 4.7.11 60 年代の維持管理 

写真 4.7.12 作業用ガントリーの様子 
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（５） 総評 
  シドニー湾橋という長期供用を継続している橋梁の半永久的維持管理に向けてエンジ

ニアとして挑んでいる姿勢に感銘を受けた。社会的状況は、日本と同様で、少子高齢化に

よる人員不足であり、その中で、ロボット技術を活用し効率化を図る試みは、我々の今回

の視察目的と非常にマッチする内容であった。 

  このように、ロボット技術に対する期待は、RMS でも大きなものであるが、様々な試み

の中で、実用化まで結びつけることへの困難さを感じた。しかしながら、UTS との共同開

発など積極的に取り組むことが将来の維持管理に向けて大きな成果を生む第一歩である

ことも同時に痛感する視察となった。 
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４．８ 所感と提言 

 

ロボット技術活用動向調査 所感と提言 

東京大学 大学院 工学系研究科 
i-Construction システム学寄付講座 

永谷圭司 

１． 豪州における点検ロボット活用の状況についての所感 

今回実施した「豪州ロボット技術活用動向調査」では、豪州，特に，ブリスベンとシド

ニーにおけるロボット技術活用として，研究開発事例だけでなく実業務への試行的な導入

事例を確認することができた．以下に，3 事例の概要と，それぞれの所感を報告する． 

1)オーストラリア連邦科学産業研究機構 (CSIRO)  

CSIRO における視察の中では，4 足壁面移動ロボットによる壁面点検技術について紹介さ

れた．壁面の凹凸に対し，脚先を置く先をしっかり見ることで，安全に歩行ができる点を強

調していたが，現状では，速度が遅すぎて，実用的ではない．ハードウエアにも，あまり特

徴がなく，日本の一般的な大学の研究室レベルの脚ロボットと，それほど大きな差異はない

と考えられる．その他にも，自律走行車，三輪独立制御のロボット，マッピングデバイスの

紹介を受けたが，個々のロボットに関して，日本との技術力の差は，ほとんど感じなかった．

一方，個々の技術についてそれぞれ企業がつき，要望に応じてその技術を作り込んでいる点

が，ロボットが試行的にでも現場で使われる鍵となっていると予想される．日本には，この

ような枠組みが少ない．この点について，先方に「CISRO 等の研究機関が実施しているロ

ボットの研究開発が，なぜ実用的に使われているか（または実現場で試行をおこなうことが

できているか）」という質問を行ったが，それに対する明確な回答は，得られなかった．た

だし，CISRO が現場の問題をしっかり分析したものが，ものになっているとの説明があっ

た．日本国内でも，ロボット開発者とユーザの距離を縮め，現場の問題をきちんと抽出する

努力が，開発者側に必要である． 

2) Australian Centre for Robotic Vision（クイーンズランド工科大学：QUT） 

QUT の視察の中では，複数のロボットプロジェクトの説明があったが，ここでは，2 つの

事例を紹介する．まず，一つ目が，CAT と共同で行っている炭鉱の自律走行調査ロボット

である．このロボットは，SLAM 技術を用いて，炭鉱内のマッピングを行っており，ロボッ

ト技術が実用的に炭鉱の状況把握に利用された，非常に有名なプロジェクトである．もう一

つが，遠方から撮影した画像の解像度を向上させる技術である．これは，遠方から光学カメ

ラで調査を行う際，時間をかけて撮影することで，解像度を向上させるものである．そのカ

メラが有する解像度より高い解像度の画像を取得することが可能となるため，遠隔からの
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点検には，非常に有望な技術であるが，「時間がかかる」という点がポイントである．オー

ダーとしては，10 倍の解像度を得るために，撮影に約 1 分必要となる．なお，ここの視察

の質疑応答の時間に，点検に関する精度について議論が行われた．精度評価には，フォール

スポジティブ（OK を NG と判定：誤検知），フォールスネガティブ（NG を OK と判定：

検知漏れ）という 2 種類あり，スクリーニングは，フォールスポジティブ側が重要である

が，誤検知を出し過ぎても意味が無い．Prof. Milford は，「誤検知を減らすことは，技術の

問題でなくコストの問題である」と主張していたが，この点は，非常に重要である．結局，

実用化に結びつくかどうかは，技術の問題もあるが，その技術にかけられるコストと得られ

るリターンのバランスが重要であり，日本のロボット技術の開発においても，この点を考慮

することが大変重要であると言える． 

3) シドニー工科大学 (UTS)  

シドニー工科大の視察の中では，インフラ点検ロボットシステムならびに，福祉ロボットシ

ステムの説明があったが，ここでは，インフラ点検に関する 2 つの事例を紹介する．Grit-
blasting robots は，6 軸のマニピュレータを搭載したレール移動型のロボットで，人の替わ

りに Grit-blasting（サンドブラスト）を行う．これは，劣悪な環境において期待される技

術のひとつであり，ハーバーブリッジ内で試用が行われた．もう一つが，アーチ内点検ロボ

ットである．初期型は，電磁石を用いた尺取り虫型の移動機構であるが，移動速度が非常に

遅く，また，ペイロードも小さくなることが容易に想像できる．最新のバージョンは，壁に

腕を張って本体を固定しつつ移動するものであるが，ペイロードを稼ぐことができるため，

マニピュレータを搭載し，簡易な作業を行うことが可能である．しかし，これも，移動速度

を上げることができないため，実運用には向かないと考えられる．上記の技術については，

ハーバーブリッジが有する固有の問題に対し，既存手法を適用し，実環境（この場合，橋梁

そのもの）で試行を行ってきたという点が，高く評価できる．また，UTS は，一般の大学

と比較し，技官が多く揃っていることが印象的であった． 技官のおかげで，実現場に耐え

得るロボットのハードウエア／ソフトウエアを，大学内で構築することが可能となる．一方，

日本の大学では，技官のポジションが減少傾向にあるため，大学内では，しっかりとした「も

のづくり」ができなくなりつつあるという問題がある． 

２． 我が国のロボット技術活用について 

今後の我が国のインフラ維持管理におけるロボット技術活用について，今回の視察を通

した意見を以下に述べる． 

まず，開発者側は，コストに対する感覚を磨く必要がある．これは，日本のロボット研究

者にも，豪州のロボット研究者にもあてはまる．例えば，ハーバーブリッジのアーチ内を移

動する場合の移動に必要な距離と，その移動機構を考えた場合，移動の時間が膨大にかかる

尺取虫型移動機構や脚移動機構は，時間コストが大きすぎるため，ブリッジ点検に利用して
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はいけない機構であると考えられる．このような状況は，日本の技術開発プロジェクトでも

多数存在する．ユーザ側から，しっかりと「これでは使えない」ということを，開発者側に

伝える必要がある． 

次に，ロボットの実運用に関する点として，豪州では，日本と比較し，比較的ロボットの

導入が進んでいる印象であったが，それでも，最新のロボット技術が実運用されている事例

は多くない．ただし，現場での試用を通じて問題点を研究開発にフィードバックするという

構造は，日本よりしっかりできているという印象があった．日本でも，インフラ維持管理に

ついて，2010 年代半ばより，NEDO や SIP の枠組みで，多くの研究グループが実際の橋梁

やトンネルを用いたロボットの実証実験を行った．これらの試験により，ロボット技術を含

む様々な点検技術が大きく前進したと考えられる．しかしながら，2018 年度でプロジェク

トが終了した後，試用も実運用もあまり進んでいない．技術は現場で磨かれていくものであ

り，ロボット技術も例外ではないため，開発された技術は，最初は多少技術的に劣るものだ

としても，根気よく継続的に使う枠組みが重要であると考えられる． 
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補足資料 主要な用語解説 

 

1. 組織 
●CSIRO(Commonwealth ScienƟfic and Industrial Research OrganizaƟon)： 

オーストラリア連邦科学産業研究機構 

●RMS（Road & Maritime Service）：道路海事庁、NSW 州の道路海運を担当する部局 

●UTS（University of Technology Sydney）:シドニー工科大学 

●UQ（The University of Queensland）:クィーンズランド大学 

●QUT（Queensland University of Technology）：クィーンズランド工科大学 

●NSW（New South Wales）： オーストラリア南東部の州、州都はシドニー 

●QLD(Queensland)：  オーストラリア北東部の州、州都はブリスベン 

 

 

2. センシングに関する用語 
●LiDAR (Light DetecƟon and Ranging、Laser Imaging Detection and Ranging、「光検出と測距」

ないし「レーザー画像検出と測距」）：リモートセンシング技術の一つで、パルス状に発光

するレーザー照射に対する散乱光を測定し、遠距離にある対象までの距離や、その対象の

性質を分析するもの。 

●点群データ(Point Cloud Data)：コンピュータで扱う点の集合のデータ。点群は、レーザー

による 3 次元スキャナーで作成することができる。この場合、データは、物体表面の位

置・形状を表し、物体内部の状況は表現しない。 

●SLAM (Simultaneous LocalizaƟon and Mapping, 自己位置推定とマッピングの同時実行)：移

動体の自己位置推定と環境地図作成を同時に行う技術の総称。 

●RGB-D：RGB 画像と、Depth 画像を同時に取得することで位置姿勢を推定し、3 次元モデ

リングを行う方式。自律型移動ロボット等にも使用される。 

●IMU(inerƟal measurement unit、「慣性計測装置」)：運動の 3 軸の角度(又は角速度)と加速

度を検出する装置 

●誘電率(permittivity)：物質内で電荷とそれによって与えられる力との関係を示す係数。記

号には ε がよく使われる。 

●比誘電率(relative permittivity)：媒質の誘電率と真空の誘電率の比 ε / ε0 = εr のこと。 

 
3. その他 
●DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)：アメリカ国防高等研究計画局 

●Straddle Carrier：長尺重量物運搬車、港湾等の荷役で使用される。 



 

 

  


