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政府が進める国土強靱化基本計画に基づき今年度、重要インフラ緊急点検の対策として、全
国でＡＩ技術を活用した交通量観測システムの整備を進めているところである。北海道では、
交通量観測システムと共にＡＩ技術を活用した車両の停止・逆走・混雑等を検知するシステム
を一般国道と高規格道路に導入する。これらのシステムを用いた場合に、道路維持管理の効率
化に向けた有効性の検討を導入事例を用いて行ったので、報告するものである。
キーワード：ＡＩ、道路維持管理

路管理の一助を担うべく、近年急速に発展しているＡＩ
による画像解析技術を活用した事象検知システムの導入
を行うこととした。
積雪寒冷地の北海道において、冬期は大雪や暴風雪な
一般国道はスタック検知を中心としたシステムで、既
どの影響による通行規制が発生する。近年では急速に発
に関東地整にて試験的に導入しているものとなり1)、高
達した低気圧により、北海道全域で通行規制が発生し、
規格幹線道路においては、逆走車や歩行者・自転車の進
物流に支障をきたすなどの大きな社会的影響を及ぼして
入等を検知するシステムで、高速道路会社で導入が進ん
いる。また夏期においては、台風の影響による大雨災害
でいるものとなる。
もたびたび発生している。
本稿では、道路維持管理の効率化に向けて導入する３
国道は重要な生活基盤であるとともに、物流を支える
基盤となっていることから、各開発建設部の代表事務所、 つのシステムの紹介をするとともに、有効性の検討を行
ったので報告する。
高規格幹線道路は道路交通管理室にて２４時間３６５日
監視を行っている。(写真-1)
特に、冬期間における車両スタック事象については早
期発見が必要であり、発見が早ければ道路利用者への注
意喚起や優先除雪、スタック車両の移動を行うことで被
害拡大を防ぐことが出来る一方、少しでも発見が遅くな
るとスタック車両による車両の滞留が発生し、スタック
発生地点まで道路パトロール車や除雪車が容易に近づく
ことが難しくなり、大規模な立ち往生に発展してしまう。
これらの監視を行う上で重要なツールとなるのが、リ
アルタイムに道路の状況を把握することができ、全道に
約２，０００台設置されている道路管理用ＣＣＴＶカメ
ラである。
しかし、各事務所等に常駐している監視員の人員は数
写真－１ 道路交通管理室監視状況
名程度となっており、巡回パトロール車との連絡や、道
路情報表示板の監視制御、道路緊急ダイヤルの電話対応
など同時に複数の対応をしており、常時ＣＣＴＶカメラ
2. ＡＩ技術
映像を監視しているわけではない。そのため、ＣＣＴＶ
カメラ映像から事象発生を早期にとらえることは難しい
ＡＩ技術は最先端技術のイメージがあるが、古くは１
状況になっている。
９５０年代から研究が始まり、２度のブームと終焉を迎
そこで今年度、北海道開発局では重要インフラ点検の
え、２０１０年頃からビッグデータやディープラーニン
取り組みとして導入する交通量観測システムと同様に道
グ(深層学習)技術の確立により、現在は第３次ＡＩブー

1. はじめに
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図－１ ＡＩ技術の変遷

ムと呼ばれ急速に技術革新が進んでいる。(図-1)
内閣府の施策の一つであるＳｏｃｉｅｔｙ ５．０や
令和元年版国土交通白書においてもＡＩ技術は重要な役
割を担っている。
また、私たちの生活の中でもスマートフォンやスマー
トスピーカ、インターネットＷｅｂ検索などにおいてＡ
Ｉ技術が幅広く活用されている。
画像認識においては、ディープラーニング技術の発展
に伴い、従来と比較し飛躍的に高い精度の認識が可能に
なっている。本章では、これらの技術について簡潔に紹
介する。
図－２ 従来の機械学習

(1) ディープラーニング技術
ＡＩを使用して作業などを行う際は、事前に正しい回
答を出すための学習が必要となる。その学習手法を機械
学習といい、ディープラーニングも機械学習の一種であ
る。
機械学習を行うためには、まずビックデータなどの大
量の情報が必要となる。従来の機械学習では、ビックデ
ータをコンピュータに学習させる際に、覚えるための特
徴を事前に人間の手により定義していた。(図-2)そのた
め、単純な識別は可能としていたが、特徴が複雑化する
と識別が出来なくなる。
ディープラーニング技術は、人間の手を使うことなく
コンピュータが自動的にビックデータから特徴を見つけ
出し分類することが出来る。(図-3)
ディープラーニングは、人間の脳内を模倣したニュー
ラルネットワークがベースとなっており、「入力層」→
「隠れ層」→「出力層」の順に情報が伝達される。入力
された情報は、隠れ層で保有している様々な特徴データ
から照合され、結果が出力される。(図-4)
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図－３ ディープラーニング技術

図－４ ディープラーニングによる画像解析

(2) 画像認識
ＡＩによる画像認識は前節で述べたディープラーニン
グ技術により飛躍的に精度が向上した。１０年程前まで
は認識精度７５％程度だったものが、ディープラーニン
グ技術を活用することで、一部のシステムにおいては人
間の認識能力を超えるまでに至っている。
今ではこの技術を活用した顔認識技術が、空港やコン
サート会場、テーマパークなどで導入されており、より
シームレスな認証が可能となってきている。
また、今年開催される東京オリンピックでも顔認識技
術が初めて活用される。

図－５ 画像認識型交通量観測システム概要図
表－１ ＣＣＴＶカメラ観測条件

3. 画像認識型交通量観測システムの活用
画像認識型交通量観測システムは、昨年度に示された
重要インフラの緊急点検の取り組みの一つとして、今年
度全国で整備が進められているものである。
(1) システム概要
本システムは、ＡＩによる画像認識技術を活用して、
既存の道路管理用ＣＣＴＶカメラ映像からリアルタイム
に解析し交通量観測を行うものと、事前に撮影してきた
カメラ映像を解析し交通量観測を行うもの、２種類の整
備を行う。(図-5)
今回、観測対象とする道路管理用ＣＣＴＶカメラは、
表－１の観測条件を持った２４０台となっている。
ただし、交通量観測を行うためには専用の画角が必要
となるため、道路監視でカメラの画角を変更した際は、
観測不能となるデメリットが発生する。

表－２ 画像認識型交通量観測性能

(2) 観測性能
本システムで観測可能な車種分類は、既存の交通量観
測装置よりも増えており、小型車、大型車（バス・普通
貨物車の別）、自動二輪車、自転車、歩行者となってい
る。(表-2)
これらの観測精度について、上下線別の自動車交通量
は±１０％の精度を求めているのに対し、車種分類及び
自動二輪車、自転車、歩行者の観測精度は求められてい
ない。
(3) 交通量観測カバー率
従来の交通量観測は、常設トラカンによる観測のほか、
可搬式トラカンや人手観測、推定に基づく算定などによ
り行われており、本システムを導入することで観測割合
の最大２６．５％を占めることとなり、人手による観測
や推定値の割合を低減することが可能となる2)。(図-6)
今後、本システムの精度が向上し観測対象カメラ台数
も増やすことが出来れば、既設トラカンの廃止、交通量
調査費用の削減につながると考えられる。

図－６ 全国常時観測カバー率の向上（直轄国道）※暫定値
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(4)低速車両検知
著しく走行速度が低下している車両を自動で検知する。
一定時間車両の位置座標の移動量が少ない車両を低速と
一般国道事象検知システムは、昨年度から関東地整の
判定する。(図-10)
５事務所にてスタック事象検知の試行運用が行われてお
り、今年度は東北地整において実証実験が行われている。 a) メリット
・低速車両を複数検知することで、事象発生の予測が
北海道開発局としても冬期のスタック事象などに有効活
可能となる
用が可能と考えられることから、今年度の導入を進めて
b) デメリット
いるものである。
・路面清掃車や除雪車などの道路維持車両を低速走行
車として検知する可能性がある
(1) システム概要
本システムも前章の画像認識型交通量観測システムと
同様にＡＩによる画像認識技術を活用したものとなって
おり、今年度は予防的通行規制区間全２６区間と過去の
事象発生実績を踏まえて２２０台の道路監視用ＣＣＴＶ
カメラを検知対象としている。なお検知対象とするＣＣ
ＴＶカメラは任意に変更することが可能となっている。
検知対象となる事象は、「停止」、「混雑」、「低
速」の３種類としているが、機能追加により「避走」や
「逆走」も検知可能となる3)。(図－7)
事象検知は１台のＣＣＴＶカメラに対して１０秒間映
図－７ 一般国道事象検知システム概要
像を受信し、対象となる事象が発生していないか画像解
析を行う。また事象検知を行うための画角固定は必要と
しないため、日常の道路監視業務に影響を与えない。
システムにて事象が検知された場合は、監視画面上に
ポップアップ表示するとともに、アラーム音にて警告す
る仕組みとなっている。

4. 一般国道事象検知システムの活用

(2) 停止車両検知
停止車両の検知は、一定時間移動していない車両を
「停止」として判定を行う。判定時間は１０秒で、１台
以上検知した場合に通知する設定となっている。(図-8)
a) メリット
・早期発見につながり、被害拡大を低減できる
・事象発生の予兆発見につながる
b) デメリット
・意図的な路肩への路上駐車を検知
・工事車両や工事に伴う一時停止中の車両も検知
(3)車両混雑検知
あらかじめカメラ毎に設定した車両台数を超過した場
合に車両混雑と判定する。閾値は任意に変更することが
可能となっている。(図-9)
a) メリット
・直接事象を検知することが出来なくても、近郊の複
数カメラで混雑を検知することで、事象発生の予測が
可能となる
b) デメリット
・都市部や交差点付近など、頻繁に混雑する箇所は効
果が薄い

図－８ 停止車両検知イメージ

図－９ 車両混雑検知イメージ

図－１０ 低速車両検知イメージ
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(5)検知精度
本システムを先行導入した関東地整の検知精度は、ス
タック事象において当初４０％前後であったものが、再
学習を行ったことで誤検知が大幅に減少し９５％以上の
適合率となっている。
また東北地整で行っている実証実験では、メーカ５社
が参加しており検知対象は「落下物」、「滞留」、「冠
水」、「越波」、「積雪・凍結」、「人物・二輪車」等
となっており、２月末に検証結果が公表される予定であ
る。
まだ人間の目には敵わないものの、事象検知について
は関東地整の結果からも高い適合率を示しており、道路
維持管理への有効な一手段になり得ると考えられる。

5. 高規格幹線道路事象検知システムの活用
高規格幹線道路では逆走車の対策として標識や分かり
易い路面標示などを施しているが、それでもなお逆走車
が発生している。逆走車は重大事故を引き起こす要因と
なることから、早期発見をサポートするために高規格幹
線道路事象検知システムの導入を行う。

ている車両の速度が５０％以上減速した際に判定する。
a) メリット
・急減速を検知することで、通常では起こりえない事
象が発生したことを予測可能
b) デメリット
・減速率による検知のため、直前で減速した低速車両
を見逃してしまう
(5) 歩行者・自転車進入検知
歩行者及び自転車の侵入検知は０．３秒間対象物を連
続検知した際に判定する。ただし対象物の画像サイズが
５０×５０ドット以上が必要となる。
また原動機付自転車も高規格幹線道路では走行不可と
なっているが、種類によっては見た目だけでバイクとの
区別がつかないものもあるため、本システムでは検知と
していない。そのため、ナンバープレートで判定するシ
ステムの導入が別途必要となる。
a) メリット
・早期発見につながり、重大事故の防止につながる
b) デメリット
・道路維持作業員や工事作業員も検知してしまう

(1) システム概要
本システムの検知事象は一般道用とは異なり、高規格
幹線道路の管理形態を踏まえ、「逆走車」、「停止車
両」、「低速車両」、「歩行者・自転車」の４種類とな
っており、自動車とバイクについてはそれぞれの事象を
検知し、進入禁止である歩行者と自転車については存在
自体を検知する 。(図-11)
また検知された事象は、高規格道路情報システムに通
知され、事象検知時の静止画が表示される仕組みとなっ
ている。(図-12)
(2) 逆走車検知
逆走車の検知は、対象車両が車線と逆方向に２０ｍ以
上移動した際に判定する。上下線を区別するため、監視
用の画角固定が必要となる。(図-13)
a) メリット
・早期発見につながり、重大事故の防止につながる
b) デメリット
・画角固定が必要となるため、画角が変更されると
検知不可となる

図－１１ 高規格幹線道路検知対象

図－１２ 高規格道路情報システム検知画面

(3) 停止車両検知
停止車両の検知は、走行している車両が時速４ｋｍ以
下で１０秒間経過した際に判定する。
(4) 低速車両検知
低速車両の検知は、本線上のみを対象とし、走行し
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図－１３ 逆走車検知イメージ

6. まとめ
これらのシステムはまだ運用前であり、今後運用を行
っていく中で、誤検知や未検知などのエラーが多数発生
することも想定されるが、これらのエラーは各システム
に再学習を行わせることで解消されるものと考える。
一方で再学習を行わせても、カメラ自体の画質が悪い
場合や、吹雪などの視界不良時においては精度低下を防
ぐことは難しい。

道路維持管理へ本格的に導入するにあたり、様々な検
証が必要とはなるが、これらのシステムが本格運用され
れば今までの監視業務が効率化され、さらには事象を早
期発見することによる被害拡大の防止にもつながるもの
と考えられる。
今後も引き続き、道路管理者の意見を伺いながら、よ
り効果的なシステムの構築に向けて検討していきたい。
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