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2次元計画図 3次元設計モデル
現況（時系列）

オルソ画像

現況（時系列）
3次元再構築

現況詳細（時系列）
3次元再構築

施工範囲（特定区間）
施工機械（転圧)
転圧・温度情報

現実空間 仮想空間（センサ、映像）

デジタルツイン

変更計画図 3次元変更モデル 遠隔映像（特定区間）
検査・点検

損傷度詳細評価
Crack評価

維持補修工事
段階図・工程図

道路維持におけるデジタルツイン

センサーネットワーク

インフラメンテナンスへのカルテ



成果報告ビデオ





管理区域全線の路面調査
の実施（定期的）

損傷の激しい箇所の詳細調査

破損個所の維持・修繕

施工前・施工後の3次元データ
施工履歴データ

健康診断
（年1回）

精密検査

患部の手当て

処置記録
処方箋記録

カルテに記録、一元管理GISで一元管理

＜道路＞ ＜人＞

『インフラの町医者』
のやり方

品質の高度化 ・ 施設の長寿命化 ・ インフラDX

目指すは





工事名 : 令和３－４年度松二維持工事

工事場所 : 愛媛県松山市堀江町 ほか

工 期 : 2021年4月1日～2022年3月31日

工事内容 : ・主な工事内容を記載

・巡視・巡回工 一式、

・道路土工 一式 、

・舗装工 一式 ほか

試行工事の概要

技術名

① アスファルト路面切削機の後付け装置によるICT化
② 道路パトロールにおける路面損傷調査



❷車載計測（V＝60㎞/時間）によるオルソ画像作成試行
処理時間12.7㎢ 171分（1.0㎞換算 13.5分）

画像・3次元データによる

道路損傷調査



路面状況把握のためのオルソ画像の利用

アスファルト路面の荒れ具合を視覚的に判断するために利用

車載カメラによる映像から路面を三次元データ化

長距離（100~200km）に渡って路面状況を把握したい



車載カメラを用いた簡易的オルソ化

長距離（100~200km）に渡る路面の3次元化は困難

車載カメラとカメラの角度データを用いて簡易的なオルソ化
（サラウンドビューのような仕組みを利用）

https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/1509/14/news029.html

車載カメラによるサラウンドビューの例



オルソ化結果

GoProの強力な手振れ補
正機能を利用

オルソ化時のカメラの傾
きは一定で作成



GoProテレメトリデータの利用

オルソ画像化と共に位置データも必要→位置データを用いてGISにて使用

Goproのテレメトリデータを利用
⚫ GoPro内蔵のGPSデータ
⚫ IMU（傾き計測）データ
を抽出

RTKGNSSモジュールのサンプリング
レートが遅い（1~10Hz）

GARMIN VirbによるGoProデータのオーバレイ

位置、高度、速度、勾配、走行距離をオーバーレイ



GoPro内蔵GPSとRTKGNSSの比較①

青点：RTKGNSS F9P
⚫ ㎜の精度可能

緑点：RTKGNSS F9R
⚫㎝の精度可能
⚫ IMUを内蔵しトンネル

内でも計測可能

赤線：GoPro内蔵GPS

スタート直後
F9P、F9R、GoPro計測
位置はほぼ同じ

進行方向



GoPro内蔵GPSとRTKGNSSの比較②

青点：RTKGNSS F9P
⚫ ㎜の精度可能

緑点：RTKGNSS F9R
⚫㎝の精度可能
⚫ IMUを内蔵しトンネル

内でも計測可能

赤線：GoPro内蔵GPS
トンネル部
F9P：電波停止で計測無し
F9R：内蔵IMUで計測継続可能
GoPro：電波停止で計測値が大きくずれる

復路
復路



GoPro内蔵GPSとRTKGNSSの比較③

青点：RTKGNSS F9P
⚫ ㎜の精度可能

緑点：RTKGNSS F9R
⚫㎝の精度可能
⚫ IMUを内蔵しトンネル

内でも計測可能

赤線：GoPro内蔵GPS

全体
RTKGNSSとGoProの位置計測はそれほどずれは無し（トンネル部は除く）
→GoPro内蔵GPSによる位置情報の利用は可能



❷車載計測（V＝60㎞/時間）による三次元再構築作成試行
（500m 車載撮影R196 ７K000 ）
地元建設会社が簡単に導入できる
車載の3次元計測技術（1694枚, 98分）
処理時間0.5㎢ 98分（1.0㎞換算 196分）

工事パトロール車における道路維持工事に
有効な路面情報取得技術（3次元化）の構築



抽出された写真の数：１１６０ 枚
SFM処理時間：１５分１９秒
Mvs処理時間：３１分２５秒
距離：約１５０m
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PC仕様：

CPU：Intel（R）Core（TM）i9-10900KF @ 3.70GHz

RAM：64 GB

GPU：NIVIDIA GTX 3080 10GB

カメラ仕様:
使用したカメラ：Go Pro hero10

撮影モード：4K 120 fps



カメラビュー

(左) (右)
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❸歩行測定による三次元再構築
(50M歩行撮影撮影10分計算9分)
地元建設会社が簡単に導入できる
one hour one-manの3次元計測技術

道路維持工事における

3次元計測技術



現場での記録化CIM化（20分で処理）

• 使用したカメラ：Go Pro Hero10

• 撮影モード：4k 120 fps

• 使用したソフトウェア：メタシェイプソフトウェア。

• PC仕様：

• CPU：Intel® Core™ i9-10900 KF CPU @3.70GHz

• RAM：64 GB

• GPU：NIVIDIA GTX 3080 10GB

• 抽出された写真の数：313

• 撮影時間：10分

• SFM処理時間：3分

• MvS処理時間 ：6分

GoPro Hero 10 + 
pole



現地測定状況

RTK-GNSS測位基準局
愛亀本社屋上

スケール設置 撮影



STEP 2 : 

アクションカメラによる歩行撮影での現地測定状況

狭域道路路面の3次元再構築
歩行撮影ビュー



3次元再構築（ブロック化・ローカル座標）

メッシュ

3次元再構築（200 m）



拡大図１（評価要素抽出）



拡大図２（損傷度表示）



精度チェック（5Mスケールで補正）

cm

cm

実距離: 85.9 cm

実距離: 500 cm



後付けICT重機による施工出来形管理

試行②３次元データを活用した後
付けICT施工(MG化）



後付けICTの試行

手作りシステム

路面に切削厚さを
事前にマーキング



F9P

アンテナ

マイコン

Internet

STRSVR
str2str

基
地
局
衛
星
デ
ー
タ

レーダー
距離計

座標測位 切削路面計測

ROS2

座標 路面切削厚

予定切削深 切削実績
起工測量
計画切削面

切削機ガイダンス 計測システム

レーダー
距離計

既設路面計測



施工計画（切削計画）

既設路面レベル測量

完成縦断、横断計画

計画高、切削厚算出
通常の測点間隔は5～10ｍ

測点の切削後３次元座標算出切削前３次元モデル
(写真、レーザースキャナ）

計画切削面３次元モデル作成

計画切削厚モデル作成

本試行：マシンガイダンス

切削厚計測値

移動・停止中データの削除

施工前モデルと切削厚から切削面標高を算出

切削前モデルの切削領域内点を切削面の点に
置換して、切削後３次元モデルを作成

施工前モデルと切削後モデルの標高差分から
切削厚実績モデルを作成

従来工法：道路路面
に計画切削厚を記載

切削計画３次元
モデル作成

本試行：施工実績データ

切削実績モデルの作成

データ処理の手順



GNSS測位

公共座標系座標値

写真・レーザースキャナ計測

既設路面３次元モデル切削形状モデル

切削計画

現地点の切削計画厚算出切削計画厚モデル

予定切削厚表示

予定切削厚と切削
実績値のグラフ表示切削実績値のマップ表示

現地点中心の切削厚マップ表示

切削厚実績

機械～路面
距離測定

マシンガイダンスにおけるデータのフロー



レーダー距離計

２周波RTK-GNSSモジュール、制御用マイコン

Dual frequency RTK-GNSS 
module, control microcomputer

使用した測器



切削機への搭載

切削ドラム

GNSSアンテナ

切削ドラム前方
距離センサー

切削ドラム後方
距離センサー

機器ボックスと
モニター画面



写真計測による3次元モデル

切削計画モデル 切削計画モデル

RGB 標高

標高 切削厚

現況地形モデルをもとに切削モデルを作成
比較的単純な線形の場合はCADを介さずにモデル化可能



搭載システムと計測結果

起動画面

⚫ センサーとGNSSモジュールのCOM番号を選択
⚫ センサー計測ソフトの実行
⚫ RTK-GNSS基地局データ受信ソフトの実行
⚫ RTK-GNSS測位開始
⚫ 以上データのROS2データ配信
⚫ ROS2データから切削厚計画マッププロット、予
定切削厚表示と予定・実績切削厚の時系列プ
ロットを行うシステムを起動

⚫ 左：計画切削厚マップ
図中心が自機位置、５秒ごとに切削厚計測
値で色分けした点をプロット

⚫ 右：計画切削厚表示（図中左下）
計画切削厚（オレンジ色線）と距離セン
サーにより計測した切削厚（青色線）の時
間変化グラフ

実行画面

⚫ 左：計画切削厚マップ
図中心が自機位置、５秒ごとに切削厚計測
値で色分けした点をプロット

⚫ 右：計画切削厚表示（図中左下）
計画切削厚（オレンジ色線）と距離セン
サーにより計測した切削厚（青色線）の時
間変化グラフ

実機搭載の様子

⚫切削機左右側面に機器ボックス
とモニター画面を設置

⚫機器ボックス内には小型パソコ
ン、バッテリー、モバイルWiFi
機器等を収納

⚫小型パソコン１台でRTK-GNSS
処理、レーダー測距センサー
データ処理、３次元計画切削厚
マップからの計画切削厚演算、
マッププロット、時系列プロッ
トを行う。



マシンガイダンスモニター画面

現地点の計画切削厚

青線：切削厚の実績値（時間変化）

オレンジ線：経路上の計画切削厚（時間変化）
計画切削厚マップ

（３次元モデルの平面表示）

切削厚実績プロット（５秒毎）

図中央が現地点



切削後 路面３次元モデル

カラーバー：切削厚(mm) カラーバー：標高(m)

カラーバー：標高(m)カラーバー：切削厚(m)

切削機左右端軌跡

切削前 路面３次元モデル

標高差分

切削実績（切削厚）

計測データから切削実績３次元モデルの作成



３次元モデルとMGによる精細な切削管理

施工前

部分補修箇所
（路面の盛り上がり）

切削厚（計画） 切削厚（実績）

左側車線の施工実績

従来工法では5m～10mの測点間隔で計画

連続した面として切削厚を管理

• 数mスケールの凹凸が考慮さ
れない恐れ

• 切削面に既設路面の凹凸がそ
のまま反映

• 新たに敷設したアスファルト
厚の不均一化

強度的な弱点、劣化度
合いの不均一化の恐れ

• 連続した面として計画
• 精細な切削厚管理による施工

（計画技術者、オペ
レータの能力に依存）

均質なアスファルト舗装

小規模な路面凹凸を計画に反映 施工精度の確認



切削前路面

切削厚実績



道路維持の予想技術の構築

③GISによる損傷損傷度の評価



６．GIS利用イメージデモ 本PJで利用するシステム機能 ２/３
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②車載測定による道路損傷状況表示

路線メッシュの属性・測定結果表示例

最新オルソ画像表示例

損傷度時系列表示例



GIS利用イメージデモ 本PJで利用するシステム機能 3/3

③歩行測定による道路損傷状況表示

路線メッシュの属性・測定結果表示例
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過去のオルソ画像
表示例

測定結果過去データ表示例






