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本報告は、深層学習の手法を用いて、カメラ画像からポットホールを自動検出する技術を構築するため

の基礎的検討状況を述べる。供用中の道路で車載カメラにより収集したポットホールの可視画像を教師デ

ータとして学習させ、検証データに対して適用した。その結果、誤検出が生じる場合があるものの、ポッ

トホールの自動検出が一定程度は可能であることが確認できた。 
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1.  はじめに 

 

北海道地域においては、ポットホールが融雪期や春先

に多く発生するため、ポットホールの発生状況を把握し、

適切に対処することは重要な課題と考えられる。また、

舗装の状態はひび割れ、わだち掘れ、平坦性の3指標で

機能的な損傷程度が評価されることが一般的であるが、

老朽化が進み舗装内部の構造的破損が進むとポットホー

ルが発生しやすくなると考えられることから、ポットホ

ールの発生個数などの数値が、舗装内部の状態評価を行

うための有用な指標になりうるのではないかと考えられ

る。 

そこで、本報告では、画像認識技術として近年注目が

高まっている深層学習(ディープラーニング)の手法を用

いてポットホールを機械的に検出する技術の開発を目指

して、そのための学習の方法や検証までの一連の技術的

ノウハウを蓄積するため、基礎的な検討を行った結果を

報告するものである。 

 

2.  深層学習の概要と路面評価への応用 

 
ポットホールは人間が見れば比較的容易に識別可能な

ものである。道路管理者など専門技術者に限らず、一般

の道路利用者も識別できる性質の舗装損傷といえる。こ

のような人間が見てわかる種類の損傷の発見は、カメラ

画像で機械が自動検出する技術に置き換えるのに向いて

いると考えられる。カメラで撮影した可視画像でも人の

目には区別がつけやすいためで、その違いを機械が検

出・区別できるならば、ポットホールの自動検出が可能

といえる。 

しかし、従前の画像処理技術は、質の揃った定型の画

像データに対して、検出領域や特徴量や閾値を技術者が

プログラミングする手法が主流であり、様々な形状寸法、

位置、明度など見え方の違いがあるような不定形な対象

に対しては、人間の目には明らかな違いがあっても、機

械には検出が難しいものがあるとされていた。 

しかし2012年の大規模画像認識競技会(通称：ILSVRC)

において、多くの参加者の誤認識率が26％前後のところ、

誤認識率が17%程度と格段にエラーの少ない手法が現れ、

注目を浴びた1)。その手法が、深層学習(ディープラーニ

ング)であり、代表例が図-1に模式図を示すような畳み

込みニューラルネットワーク(Convolutional Neural Network, 

CNN)を用いた機械学習である。 
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図-1 深層学習のCNN模式図 

 

深層学習の手法を用いることで、従来の画像処理方法

では認識・検出が困難であったものも認識・検出できる

ようになると期待されるため、現在は様々な分野で適用

に向けた研究が進められている。実際に、舗装路面の評

価分野においても、ひび割れやわだち掘れの評価判別技

術の開発に深層学習を用いる研究が進められている2), 3), 4)。

特に、平成28年10月に国土交通省道路局によって舗装点

検要領が策定され、ひび割れやわだち掘れなどを点検す

る際に目視または機器を用いた手法によることが示され

たこともあり、点検を効率的に行うために深層学習の手

法を使ってひび割れやわだち掘れを評価しようとする技

術の開発が期待されている。 
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一方、ポットホールの検出技術については、カメラ画

像に対して輝度など画素値の閾値によってポットホール

を検出するアルゴリズムを構築した研究報告5)や、ステ

レオカメラを用いてポットホールを検出しようとする研

究報告6)があるが、いずれも発展段階の技術と思われ、

完成された技術として一般化されたものがない。ポット

ホールの検出は人間の力に頼っているのが実際であり、

ポットホールの自動検出は技術的に難しい課題であるこ

とが推測される。そこで筆者らは、カメラ画像に対して

深層学習の手法を用いることで、ポットホールを機械的

に検出する技術を開発するべく検討を開始した。 

 

3. 検討手法  

 

本報では、深層学習による学習のノウハウや検証の方

法を習得し、ポットホール検出の可能性を見極めること

を目的とした基礎的な検討を行う。 

そのための検討手順の概要を図-2に示す。まず、学習

用と検証用のデータを用意する。学習に用いるデータと、

検証に用いるデータは重複しない別のものとする。そし

て、学習データに対して深層学習の手法による機械学習

を行う。機械学習をさせると処理モデルが構築されるの

で、その処理モデルによって、検証用データを機械に解

析処理させる。機械が解析処理した結果と、検証用デー

タを人間が判定した結果を照合して整合度を検証すると

いう流れである。 

学習および検証に使用した画像は、市販のデジタルビ

デオカメラを乗用車の助手席頭部付近に設置して前方を

解像度1920×1080pixel(Full HD)で撮影した動画から、静

止画として切り出したものである。撮影画像の一例を写

真-1に示す。路面評価に特化した撮影を行っているもの

ではなく、自然な視野で撮影した画像といえる。カメラ

位置を高くするなどして路面をより広く鮮明に撮影した

画像を用いれば、ポットホールの検出がしやすくなると

見込まれることを付言しておく。 

 

①学習用データ用意

②機械学習

③処理モデル完成

④機械による
解析処理

⑤検証

①'検証データ用意

投入

④'人間による
判定

 
図-2 検討の手順 

 

 
写真-1 使用した画像の一例 

 

4.  学習 の実施 

 

(1)学習の方法と学習用データ(教師データ) 

学習の方法は、大別すると教師なし学習と教師あり学

習の2種類に分けられる。さらに教師あり学習の中でも

複数の学習のさせ方が考えられるが、基本的には教師

(人間)が目視画像を見てポットホールを指定して教師デ

ータとし、それを機械に学習させるものである。ポット

ホールの長径が概ね20cm程度以上の明らかなポットホ

ールを主に学習させ、小さなポットホールは学習させな

いこととした。これは、現段階で筆者らが検出させたい

ポットホールサイズをその程度としたためである。学習

に用いた計算機のGPUはQuadro P6000、CPU: Xeonである。 

学習用データの元となる動画は、道央圏の国道のA、

B、C3つの区間合計約21kmにおいて、ポットホールが発

生しやすい融雪期の2月初旬から3月中旬にかけて週約2

回の頻度で合計13回走行して撮影して得た動画である。

その動画の中から、本報で用いた学習データとしては、

A区間で曇りの日に路面がほぼ乾燥した状態で撮影され

たポットホール画像101枚、ポットホールなし画像179枚

を切り出して学習に用いた。ポットホールなし画像には、

ひび割れがあるがポットホールはない画像、水濡れがあ

るがポットホールはない画像などが含まれている。 

通常、深層学習には1,000枚オーダーの学習データセ

ットを用意するのが一般的とされるが、本報では様々な

試行錯誤と学習技術の習得に重点を置くため、学習デー

タの数量は少なく抑えて実行した。今後、本格的な検討

を進める際には、より多くのデータを用いることも有効

である。また、晴天時の路面、湿潤路面、半乾燥状態の

路面など、さまざまなデータで学習させることで汎用性

が向上すると考えられるので、そのような学習も今後進

める予定である。 

 

(2)教師なし学習の検討状況 

教師なし学習は、正解や不正解の指示を教師側が与え

ずに入力だけを行い、入力されたデータの特徴を機械学

習によって見出させる方法である。本検討ではポットホ

ールがない路面画像を入力して、正常な状態として機械

学習させることで、正常な状態とは異なるものとしてポ
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ットホールを検出させることを狙った。試行錯誤の結果

は、ポットホールを適正に検出できるケースが少なく誤

検出が目立ち、満足いくものではなかった。路面画像中

には水濡れ、雪、ひび割れ、白線などさまざまなものが

混合して写りこんでおり、ポットホールのない正常な画

像の特徴が一定していないためだと考えられた。ポット

ホール以外にもひび割れなどの損傷があり、水濡れなど

の明暗のむらも多い路面画像の中からポットホールを的

確に検出しようとする本報のような目的に対しては、教

師なし学習は適しておらず、ポットホール部分を指定し

て特徴を学習させる、教師あり学習が適していると判断

された。 

 

(2)教師あり学習の検討状況 

教師あり学習は、画像中に含まれる検出対象部分を教

師(人間)が示し、それを機械学習させることで、特定の

検出対象部分や、検出対象を含む画像を検出させる際に

用いられる手法である。一旦学習させて得た処理モデル

によって仮処理を実行し、その出力結果に対して再度正

解不正解を人間が教え、再学習させることで学習効果を

高めていくこともできる。別の学習データを逐次追加し

て、追加学習をさせて学習効果を高めることもできる。 

本報で実施した教師あり学習の具体方法に関して以下

に述べる。画像内にあるポットホール部分を筆者が目視

で指定して、機械学習させた。人間が指定したポットホ

ール部分の特徴を機械が学習し、それと同様の傾向をも

つ部分を検出できるようになると考えられる。学習状況

の一例を図-3に示す。図-3の上図のように撮影画像中の

手前側路面部分を関心領域(Region of interest, ROI)に指定し、

ROI領域内のポットホール部分を赤囲い斜線部分のよう

に指定し、検出すべき異常画像を意味する赤ラベルをつ

ける。この作業をポットホール画像101枚に対して行っ

た。ポットホールなし画像179枚には異常がない画像を

意味する緑ラベルをつけた。その後、深層学習を実行す

ると、図-3の下図のように機械がポットホール指定部分

の検出方法を学習し、処理モデルが構築される。 

 機械学習とはいえ、与えるデータは人間が決め、人間

側が決めるべきいくつかのパラメータ項目や複数の検出

対象指定方法があるため、ノウハウが必要である。その

ため、試行錯誤を繰り返し、どのような操作が結果にプ

ラスに作用するかを判断しながら機械学習を進め、ポッ

トホールの検出能力が高い処理モデルを探索した。ただ

し、この試行錯誤の過程は経験的な性質が強い。人間側

が決めるべきいくつかのパラメータの最適な組み合わせ

や、最適な検出対象指定方法を確定的に発見することは

難しいと考えられる。そのため、本報告で決定した処理

モデルよりもポットホール検出能力の高い処理モデルは

別にも存在すると考ておくのが妥当である。良い処理モ

デルを構築するための学習ノウハウを蓄積していくこと

が現段階の重要事項と認識しながら検討を進めた。 

 
↓ 

 
図-3 ポットホール部分を指定(上)した後で 

学習(下)させている状況 
 
(3)学習により得られた処理モデル 

様々に試行錯誤した結果、ポットホールの検出能力が

高いと思われる処理モデルを構築した。その処理モデル

を学習データに適用してポットホール部分を検出させた

結果と、教師データを人間が判定した結果の対応表を表

-1に示す。学習データ内のポットホールは100%検出で

きており、ポットホールがない画像のうち1%をポット

ホールありと誤検出しているが、指定したポットホール

範囲との合致度が高い処理モデルができあがったと判断

した。機械が、学習した画像中にあるポットホールの特

徴をつかみ、ポットホール部分を高い精度で検出する手

法を見出した状態であるといえる。 

なおここで、矛盾するようであるが、学習データに対

する検出割合の高さを過度に意識することはさほど意味

がなく、むしろ間違った処理モデルを構築してしまう危

険性があることを認識しておく必要もある。つまり、学

習データセット特有の特徴に対して、過剰な最適化が行

われた場合、学習データセットに対する検出割合は非常

に高いにもかかわらず、未知のデータセットに対する検

出精度はさほど良くないという結果を生むことがある。

これが過学習もしくは過剰適合(オーバーフィッティン

グ)と呼ばれるものである。機械学習において重要なの

は、未知のデータに対する検出精度の高さの方であり、

過学習や過剰適合を生じないように学習データを選び、

適切に学習させることが要点となる。 

したがって、表-1の検出割合が高くても、その処理モ

デルが未知の新規画像に対しても有効であるかはこの時

点では判断がつかない。そのため、学習データとは別の、

未知のデータである検証データに対する検出程度を評価

検証する必要がある。次章に検証の詳細について述べる。 
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表-1 学習データに対するポットホール検出割合 

　　　   機械の判定

教師の判定

ポットホールなし ポットホール有り 合計

ポットホールなし 177件 (99%) 2件 (1%) 179件

ポットホール有り 0件 (0%) 101件 (100%) 101件  

 

5.  検証と考察 

 

(1)検証の方法と検証用データ 

一般的には学習用データのすべてを学習に用いず、例

えば70%のデータで学習し、残り30%のデータで正解率

を見ていくというクロスバリデーションと呼ばれる方法

が行われることが多い。しかし、本報では、様々な路線

や様々な撮影環境下で行われる実際の道路でのポットホ

ール検出技術を目指していることから、学習を行った画

像の撮影路線とは別の路線区間で別の日に撮影したデー

タに対して解析処理させて検証を行うこととした。本報

で検証に用いたデータは、学習データに用いたA区間と

は別のB区間において約12 km走行して得た路面画像から

抽出した静止画像計193枚である。内訳として、ポット

ホール画像105枚、ポットホールなし画像88枚である。

ポットホールなし画像には、ひび割れがあるがポットホ

ールはない画像、水濡れや路面の濡れムラがあるがポッ

トホールはない画像が多く含まれている。 

学習によって構築した処理モデルで検証データを解析

処理し、そのポットホール検出結果と、筆者の目視でポ

ットホール検出を行った結果をつき合わせることで、処

理モデルの検出能力を検証することとした。整合度は、

以下の手法によって検証する。結果を表-2に示すような

マトリクス表で整理して評価するもので、対角上のセル

が機械と教師(人間)の判定がマッチしたケースで、正し

い検出が行われたと判断する。特に、教師(人間)がポッ

トホール有りと判定し、機械もポットホールと判断した

場合は、正検出(真陽性)となり、最も着目すべき部分で

ある。機械と人間の判定がマッチしていないケースとし

ては、ポットホールがあるのに検出できていない(検出

漏れ、偽陰性)、ポットホールがないのにあると判定し

ている(誤検出、偽陽性)ケースである。 

 

表-2 解析と目視の判定結果整合 マトリクス表概要 

　　　   機械の判定

教師の判定

ポットホールなし ポットホール有り

ポットホールなし 正検出、真陰性 誤検出、偽陽性

ポットホール有り 検出漏れ、偽陰性 正検出、真陽性  

 

(2)解析処理の結果 

検証データを解析処理にかけて得られた結果の画像例

を図-4、図-5、図-6に示す(空など無関係部分をトリミ

ング処理して表示している)。図-4では、赤色で強く反

応している部分がポットホール部分であり、正しく検出

できていることが分かる。図-5では、水濡れ部をポット

ホールと誤検出している。誤検出は、路面に水濡れや雪

氷がある部分やひび割れの程度がひどい部分に反応して

いることが大半であった。水濡れやひび割れがひどいケ

ースでは、人間が見誤るものがあり、誤検出とはいえ見

当違いともいえないものも多かった。図-6は、ポットホ

ールを見落としている検出漏れの例である。見落としは

好ましくないが、ポットホール部分に緑色の弱い反応を

示しており、まったくの外れではないこともわかり、改

善できる可能性がある。 

 図-4、図-5、図-6の解析画面の枠囲いの左下に数値が

表示されているが、この数値は、画面中に検出対象が存

在する程度の強弱を表現したスコアであり、0～1.0の値

をとり数値が高いほど検出対象である確度が高いと機械

が判定していることを意味する。スコアがある値以上で

ある場合に、ポットホール画像であると判定するなど、

判断の閾値として使用できる。 

 

 

図-4 正検出の例(真陽性、ポットホールが検出できている) 
 

 

 
図-5 誤検出の例(偽陽性、水濡れをポットホールと誤認) 
 

 
図-6 検出漏れの例(偽陰性、ポットホールを見落とし) 
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解析処理によって機械が各画像につけたスコアと、人

間の判定結果との対応関係を図-7に示す。スコアが高い

ほどポットホール画像である割合が高くなっており、処

理モデルのポットホール検出機能が正しい方向に働いて

いることが確認できる。0.5以上のスコアの階級では、

ポットホール画像である割合が70%以上となっているが、

スコアが0.5よりも小さい階級では、ポットホール画像

が含まれる割合が50%以下となる。あるスコア以上の階

級にしかポットホール画像が現れず、そのスコアを閾値

として明確に判断できるのが理想であるが、本件ではス

コアが低くてもポットホールあり画像が含まれており、

明確に区別できているとはいえない状態である。 

図-8には、機械がポットホール画像だと判断する際の

スコアの閾値設定(以下、上位閾値という)と、ポットホ

ール画像検出率(以下、検出率という)および教師判定と

の整合率(以下、整合率という)の関係を示す。検出率と

整合率は以下の式(1)、 式(2)により算出している。 

)105( 枚ポットホール画像全数

以上の画像数　　スコアが上位閾値

ち、ポットホール画像のう

検出率












  (1) 

判定した画像数機械がポットホールと

数ホールと判定した画像　　　　教師もポット

判定した画像のうち、機械がポットホールと

整合率










 (2) 

上位閾値を0.5とした場合、ポットホール画像検出率

は約50%、教師判定との整合率は約80%となる。これは、

全てのポットホール画像のうち半数を検出することがで

きるものの、機械がポットホールと判定した画像のうち

約20%程度が誤検出である状態を意味する。仮に上位閾

値を0.7とした場合には、ポットホール検出率は約20%、

教師判定との整合率は約85%となり、整合率は若干上が

るが、見逃すポットホールの割合が多くなってしまう。

上位閾値としては0.5が適当と判断して以下の検討を進

めることとした。 

ちなみに、学習の段階で人間側の試行錯誤と機械学習

自体に多くの時間を要した一方、構築されたモデルを用

いて解析処理する時間は非常に短い。計算機のGPUが

Quadro P6000、CPU: Xeonの場合で一枚の画像に対して

0.05秒程度であった。 
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図-7 スコアと判定の対応関係 
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図-8 上位スコア閾値ごとのポットホール画像検出率、整合率 

 

(3)検証の結果 

機械がポットホール画像と判断する上位閾値を0.5と

した場合の検証結果を表-3に示す。ポットホールがあり

検出できている(正検出、真陽性)割合は49%であり、ポ

ットホールを一定程度検出できていると考える。ただし

換言すれば、ポットホールがあるのに検出できていない

(検出漏れ、偽陰性)の割合が51%となる訳で、検出でき

ていないものも多いのが現段階である。 

ポットホールがないものをないと正しく判定(正検出、

真陰性)している割合は85%であり、真陰性の判断は良

くできていると評価される。 

 

表-3 解析と目視の判定結果整合 マトリクス表 

　　　   機械の判定

教師の判定

ポットホールなし
(スコア0.5未満)

ポットホール有り
(スコア0.5以上)

合計

ポットホールなし 75件 (85%) 13件 (15%) 88件

ポットホール有り 53件 (51%) 52件 (49%) 105件  

 

 

(4)考察 

上述した検証の結果から、深層学習の手法によってポ

ットホールを検出することは一定程度可能と判断してい

る。現時点においては検出漏れや誤検出も多いが、機械

学習の方法や画像の質も結果に影響すると考えられるの

で、検出能力は向上させることができると考えている。 

深層学習は新しい手法であり、この手法を舗装路面の

評価に用いた研究もまだ緒についたばかりで研究の継続、

蓄積が必要な段階にある。教師側のテクニックも発達途

上であり、本報告で行った学習およびその結果得られた

処理モデル以外にも、良い結果が得られる方法は存在す

ると考えている。そのため、本稿では検出率や整合率な

ど検出精度の検証結果を報告しているものの、数値の高

い低いを過度に意識すべき段階ではなく、今後の可能性

に目を向けて検討を継続していく必要があると考えてい

る。 
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6.  本技術の活用方法の検討 

 
車載カメラ画像からポットホールを検出する技術の活

用イメージとしては以下のものを想定している。実用化

までには解決すべき技術的なハードルが幾つもあるが、

新たな路面評価手法の創造や労力の軽減などに寄与する

技術だと考えている。GPS緯度経度情報、地理情報シス

テム(GIS, Geographic Information System)、サーバ機器、赤

外線カメラなど他のセンサ機器などと連動させれば活用

の幅が広がると考えられる。 

 

(1) 路面評価指標としてのポットホール発生個数把握 

ポットホールの発生個数や発生状況のデータは、路面

の状態や舗装内部の状態を表す重要な指標になりうる。

舗装内部の健全度を表現するための指標として、ポット

ホールを自動検出して発生状況データとして蓄積できれ

ば有用と考えられる。 

 

(2) ポットホールの形状寸法や深刻度判別 

ポットホールにも直径の大きなものから小さなもの、

深いものから浅いもの、円形のものから細長いものなど

の形状寸法は様々である。発生位置もわだち部や非わだ

ち部、打継ぎ目部や伸縮装置周りなど様々である。検出

したポットホールの形状寸法や深刻度のクラス分けを行

い、特に早急な対応が必要なポットホールを分類できれ

ば、適切で迅速な対応に寄与できると考えられる。 

 

(3) 道路巡回時のポットホール目視労力の低減 

道路巡回時のポットホールの発見を、車載カメラと自

動検出技術に補助させることで、道路巡回員は別の目視

項目に労力を振り向けることができるようになると考え

られ、労力の低減と効率化に寄与できる可能性がある。 

 

(4) 道路巡回の際の報告書作成の自動化 

道路巡回の際、発見したポットホール情報は報告書へ

の記載項目の一つと考えられるが、車載カメラと自動検

出技術で検出したポットホールの画像や形状寸法、GPS

緯度経度情報などを、報告様式やポットホールリスト等

に自動記載するようにできれば、報告帳票作成労力の低

減に寄与できる可能性がある。 

 

(5) ポットホールの補修対応の自動化 

ポットホールを発見した場合、穴埋めなどの補修対応

を行うことが想定されるが、車載カメラおよび自動検出

技術によってポットホールを検出し次第、ポットホール

画像およびポットホール形状、画像撮影箇所のGPS緯度

経度情報などの情報を集計もしくはサーバ等に送信し、

道路維持管理関係者に伝達・共有できるようになれば、

効率的である。 

7.  まとめ 

 本研究をまとめると以下のとおりである。 

1) カメラ画像でポットホールを検出するために、深層

学習(ディープラーニング)を用いた検出技術の検討

を行った。 

2) ポットホールを検出するための学習方法としては、

教師なし学習よりも教師あり学習が適していると考

えられた。教師あり学習のさせ方について、様々な

方法を試行錯誤し、技術として蓄積した。その結果、

現時点で効果的と思われる学習手法が把握でき、学

習データに対して高い検出能力を示す処理モデルを

構築できた。 

3) 学習の結果得られた処理モデルは、一定程度のポッ

トホール検出能力があると判断される。ただし、検

出漏れや誤検出をすることも多く、様々な環境下で

撮影された路面画像からポットホールを正しく検出

するまでには至っていない。今後、検出能力を高め

ていくことが必要である。 

4) ポットホールをカメラ画像から自動検出する技術を

活用することで、点検や巡回を効率化することがで

きると考えられるので、検討を継続していく考えで

ある。 

本報告の時点では、機械学習によるポットホール検出

能力は、人間による検出能力に遠く及ばない発展途上の

段階にある。検出能力は、学習データの質や学習方法に

左右されると考えられるので、今後もノウハウを蓄積し、

検出技術の向上を図っていく予定である。  
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