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CityInspector：自治体の日常業務を拡張する
車載カメラ型エッジ道路損傷点検システム
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概要：道路の劣化による損傷箇所の発見は人々の安全面において重要である．多くの都市では，市や警察
をはじめとした複数の組織が各々職員の定期的な派遣や市民からの通報により，道路の点検・修復が行わ
れている．しかしながら，点検は目視や特殊な機材導入によって行われているため，人件費や時間，その
他の業務との兼ね合いにおいて，効率的であるとはいえず，好ましい状態ではない．本研究では，ゴミ清
掃車をはじめとした公用車に搭載されている車載カメラに着目し，これを利活用したエッジ型道路損傷検
出システム CityInspector を提案する．本システムの実現により，新たな業務を発生させることなく定期
的かつ空間的網羅性の高い道路点検が可能となる．本稿では，車載カメラの映像から道路の損傷箇所の検
出手法について説明し，公用車で動作するための CityInspector の構成について説明する．実験では，道
路標示の損傷（かすれ）に着目し，提案手法による検出精度について評価し，また実際にゴミ清掃車に搭
載を想定した考察を行い，本システムの有用性を示す．
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Abstract: Discovering damaged road due to its deterioration has great importance for living people safety.
Road maintenance is conducted by the local government or the police with routine patrols or reports from
citizens in most cities. In terms of the various costs, however, current methods of road inspection is an
unpreferable circumstance that they visually check the road condition or use speciﬁc equipment: labor cost,
time cost and balance between other routine works. We focus on a dashboard camera on a garbage truck
and propose CityInspector, which is an edge system that utilizes the camera to inspect road damage condition. Our system enables us to conduct road inspection automatically with high spatiotemporal coverage
and without increasing workload. We introduce components of CityInspector, that is, the damaged road
detection method using videos from the camera and the architecture. In order to validate the usefulness of
our system, we evaluate the accuracy of the detection method with regard to the damaged road marking and
discuss the practical use.
Keywords: deep learning, object detection, edge computing, smart city
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1. はじめに
道路は，人々の生活において必要不可欠である．たとえ
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ば，歩行や自動車による移動，陸送による物流などで道路
が利用されている．道路の多くは，日本の高度成長期に建
設されており，数十年の年月が経っている．それゆえに，
道路標示のかすれや道路のひび割れや陥没が生じており，
点検による発見および可及的速やかな修復が求められる．
道路の点検には，路面性状測定車などの特殊な機材の導入
や複数人の職員による目視確認などが必要であり，膨大な
時間と費用がかかる．国道は国の予算によって点検・修復
が大規模に行われる一方で，市道は市の職員が他の業務と
並行して行うことが多いため，十分に行うことができてい
ない*1 ．さらに日本は超高齢化社会に突入するといわれて
おり，市の職員においても例外はなく，道路点検業務を行
える人材は今後不足していくことが想定される．また，同
じ道路であっても，標識令によって定められた道路標示は
警察の担当であり，注意喚起の道路標示は市の担当である
ため，それぞれの組織が別々に点検をしており，非効率な

図 1

CityInspector を搭載したゴミ清掃車が市中を走行し，道路標
示の点検を行う．点検の結果はクラウドに送信され，分析や可
視化が行われたのち，地方自治体に提示する

Fig. 1 CityInspectors are installed in garbage trucks, which
travel all around the city and inspect the road markings.
The result of the inspection is sent to cloud computing
and analyzed and represented to local governments.

点検が行われている．以上のことから，道路点検の自動化
に加えて，費用的に抑えられ，時空間的に網羅する持続可
能な枠組みの導入が課題となる．

ラで撮影された映像の扱い方として，ストリーミングによ
るクラウドへのアップロードや，USB メモリや SD カード

道路点検の自動化への試みは，様々な手法で研究されて

などの補助記憶装置を使ったローカル保存などの方法が考

いる [2], [20], [23], [45]．たとえば，Maeda ら [23] は，市民

えられるが，個人情報や通信費，管理の煩雑さなどの観点

によって投稿された画像から道路のひび割れに関している

から実用的ではない．また，車の中からスマートフォンを

ものを収集し，画像内に写る道路のひび割れの度合いの推

用いて道路の損傷箇所を検出する取り組みはある [24] が，

定を試みている．また，道路の平坦性を推定するため，自

スマートフォンの操作などを要求するため，職員にとって

転車に取り付けた加速度センサの値を用いる研究などがあ

新たな業務の発生は望ましくない．そこで本研究では，通

る [2], [45]．そのほかにも，画像に写っている白線がかす

常業務を阻害せずにゴミ清掃車上で道路の損傷検出が可能

れているか分類し，道路標示のかすれ検出を試みる研究な

なエッジシステム CityInspector を提案する．本提案シス

どがあげられる [19], [20]．これらの研究を組み合わせるこ

テムである CityInspector 導入による道路点検の全体像を

とで，様々な道路の損傷検出が期待できる．一方で，これ

図 1 に示す．

らの研究の多くは道路損傷の検出手法に関する実験的な取

CityInspector は，組込み用 CPU・GPU モジュール，カ

り組みが多く，自治体などの業務への導入手法については

メラ，GPS センサなどからなる車載用エッジデバイスであ

検討しておらず，依然として枠組み導入の課題は解決でき

り，カメラで撮影された画像をエッジデバイス上で逐次処

ていない．

理し，道路に損傷があった場合にその結果を送信し，閲覧

本研究では，枠組みの基盤としてゴミ清掃車をはじめと

する組織に合わせて場所や情報を提示するシステムである．

した公用車に搭載されたドライブレコーダなどの車載カメ

対象とする道路設備としては，アスファルトのひび割れや

ラに着目する．日本の多くのゴミ清掃車は，平日であれば

陥没などもあげられるが，本研究では，図 2 に示す道路標

基本的に毎日数十台が可燃や不燃など様々なゴミを回収

示に集中して損傷検出に取り組む．道路標示は歩行者や自

しており，市にある道路の多くを走行する．特に藤沢市の

転車など交通弱者にとって重要であり，また CityInspector

ように戸別回収を行っている場合，3 日間の走行で藤沢市

を搭載するゴミ清掃車は生活道路を走行することが多く，

面積のうち約 65%を網羅できることが報告されており [5]，

生活道路における道路標示は特に重要なためである．さら

道路のみであればさらに網羅していると考えられる．した

に，Maeda ら [24] のように複数種類の損傷検出も可能で

がって，ゴミ清掃車などの公用車の車載カメラを通した道

はあるが，道路標示はその設置目的によって管理している

路の損傷箇所の検出が可能となれば，市にある道路の空間

組織が異なるため，まずは道路標示のみの分類検出に取り

的な網羅が可能となり，またゴミ回収業務の傍らに点検で

組む．効率性向上の観点でも組織横断的な管理が可能とな

きるため，毎日（平日）の定期点検が可能となる．車載カメ

る CityInspector を用いて解決を図るべき対象である．本
研究では，画像に含まれる道路標示の損傷箇所発見を物体

*1

神奈川県藤沢市の場合，市が管理する道路は約 1,300 km であり，
土木担当の職員は約 220 人程度である．1 年間で点検を行う場
合，1 人あたり 5 km の道路の点検を実施する必要がある．
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検出問題と見なし，ニューラルネットワークを用いた手法
を CityInspector に採用する．物体検出問題と見なすこと
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図 2 本研究で扱う実際のドライブレコーダ映像および対象とする道路標示

Fig. 2 The actual videos of dashboard camera and the target of road markings.

で，異なる組織が管理している道路標示の種類を識別しな

2.1 道路点検および管理の現状

がらの検出が可能となる．また，そのほかの機能について

日本をはじめとした先進諸国では，各国における高度経

は，実際に神奈川県や藤沢市の道路維持課にヒアリング

済成長期に多くの道路が建設されたため，近年道路の経年

を行い，その結果をもとに設計および実装をした．道路の

劣化が目立つ．たとえば，日本の国道 20 号は，昭和 37 年

損傷検出手法の有効性と CityInspector の有用性を示すた

に供用開始されてから約 50 年間大規模な補修が実施され

め，2 種類の実験を行った．まず，ニューラルネットワー

なかった*2 ．そのため，多くの道路でひび割れやわだち掘

クの出力を調整した場合の検出精度および計算時間の比較

れが生じており，これらの点検および補修が求められてい

を行った．次に，学習データ数を調整し，検出精度の変化

る．大型車の交通量が多い幹線道路では損傷が早く進行し

を検証した．その結果，CityInspector が費用を抑えつつ，

てしまうため，国による大規模な舗装が行われつつある一

ごみ収集などの日常業務の傍らで定期的かつ空間的に網羅

方，損傷の進行が遅い生活道路は，巡視の機会による路面

しつつ道路の点検が可能であることが示された．

管理のみとなっている．巡視を行うのは主に市の道路維持

本研究の貢献は以下のとおりである．

課職員であるが，多くの職員はその他に業務を担っている

• 警察や市の道路維持課にヒアリングを行い，道路損傷

ことが多く，またその対象となる道路も非常に長いため，

検出問題を定義し，その 1 つとして道路標示の損傷
（かすれ）検出に取り組んだ．

• 問題を解決し実運用を可能とするためのハードウェ
ア・ソフトウェアの設計と実装を行った．

時間および労働・人件費コストが高くなってしまってい
る．さらに舗装管理の予算は年々減少しており，適切な予
防保全や修繕などを十分に実施することができない状況に
ある*3 ．

• 道路標示損傷検出のための，清掃車に搭載されたドラ
イブレコーダ画像を用いたデータセットを構築し，精

2.2 ゴミ清掃車による道路点検

度実験を行って評価した．

道路点検を行う基盤として，本研究では市の公用車に，

本稿の構成は以下のとおりである．2 章では，現在の都市

特にゴミ清掃車に注目する．近年，多くの自治体で一般家

における自治体業務の 1 つである道路点検の現状の課題につ

庭などからでるゴミを集積所で一括して収集する方式か

いて述べる．次に 3 章で，本研究が提案する CityInspector

ら，各家庭の前にゴミを出してもらう戸別収集方式が導入

の要件について定義し，4 章で道路の損傷検出手法および

され始めている．この戸別収集方式により，各家庭の前を

システム構成について説明する．そして CityInspector の

走行する必要があるため，ゴミ清掃車は国道などの幹線道

有用性を検証するために行った実験とその結果について 5

路だけではなくあらゆる生活道路を利用するようになる．

章で説明し，6 章でその有効性について議論する．最後に

藤沢市では，1 日に数十台のゴミ清掃車が走っており，3

7 章で，都市の自治体業務改善やインフラ点検の自動化に

日間ですべてのゴミ清掃車が走行する領域は，藤沢市の面

関する関連研究を紹介しつつ本研究の位置付けを明らかに

積のうち約 65%になることが報告されており [5]，道路の

し，8 章で本稿をまとめる．

場合，網羅範囲はこれ以上になることが考えられる．そし

2. 地方自治体における道路点検
本章では，現在の地方自治体における道路点検について
述べ，警察や市の道路維持課とのヒアリングで明らかに
なった解決するべき課題およびゴミ清掃車を用いた解決方
法について説明する．
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て，多くのゴミ清掃車にはドライブレコーダが搭載されて
おり，ドライブレコーダには生活道路の様子が撮影されて
いる．このことから，このゴミ清掃車がゴミを収集すると
*2
*3

国土交通省第 6 回道路技術小委員会配布資料による．
国土交通省第 6 回道路技術小委員会配布資料によると，都道府
県・政令市・特別区では約 8 割が舗装の点検実施に対し，市町村
による道路の点検実施は約 2 割にとどまる．
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同時に道路の点検が可能となれば，従来のような市の職員

みを行うのは現実的に難しい．そこで，都市の中を移動す

による巡視点検の必要がなくなる．

る様々な交通機関にセンサを取り付けることで，都市全域

本研究では，ゴミ清掃車のドライブレコーダを模して道

のデータを収集する研究がなされている [12], [14]．特に本

路点検をゴミ清掃車上で行うシステム CityInspector を提

研究でも利用を想定しているゴミ清掃車は，空間的網羅性

案し，運用可能なプロトタイプを実装する．対象とする道

が高いことが報告されている [5]. しかし，ゴミ清掃車にセ

路の損傷には，上述のとおりひび割れやわだち掘れなどの

ンサを取り付ける CityScanner [1] や Cruisers [5] は，取得

複数種類があげられるが，本研究では道路標示の損傷，す

したデータを送信する機能のみである．一方で，本研究で

なわちかすれに着目する．ひび割れなども車両走行時にお

提案する CityInspector ならば，搭載されているエッジデ

いて危険であるが，特に道路標示は歩行者や自転車など交

バイスにより，センサデータをあらかじめ処理し，送信前

通弱者にも密接に関係しており，道路標示違反による交通

にデータの選別や特徴量抽出が可能である．

事故では死亡事故率も高くなる報告があることから*4 ，重

さらに，ドライブレコーダ映像をはじめ，車載カメラや

要である．また前述のとおり，道路標示によって担当して

車内からスマートフォンで撮影された映像や画像に対し，

いる組織が異なるため，効率的な道路標示点検が可能にな

画像処理技術を適用することで都市の様々な状況の収集

ることは，複数組織全体における費用面でも重要である．

が可能となる．その一例として，スマートフォンの映像

3. 関連研究

から桜が咲く道路を検出する SakuraSensor [26] や，後部
カメラに写るごみ収集の様子からゴミ袋の個数を数える

本章では，スマートシティ実現に向けた研究や，ゴミ清

DeepCounter [25] があげられる．これらの手法は，新たな

掃車などの公用車を利用して都市のデータを収集する研究，

センサなどを必要とせず，ソフトウェアのみであるため，

本研究と同様に道路点検の自動化を目指した研究，そして

CityInspector で実行可能することで CityInspector の機能

深層学習を組み込みコンピュータなどで実現を試みる研究

拡張が可能となる．ゆえに，CityInspector は，道路点検シ

について紹介し，本研究の特徴や位置付けを説明する．

ステムだけではなく，都市センシングのプラットフォーム
としても応用可能である．

3.1 都市の問題解決
都市がかかえる問題を，データ分析技術を用いて解決す

3.3 情報技術による道路点検

る取り組みは数多い．たとえば，Zhang ら [40] は，中国の

自動車や自転車などによる都市センシングの 1 つとし

北京市内を走行するタクシーに取り付けられた GPS から

て，本研究でも着目した道路点検があげられる．道路点検

位置情報を収集して，時空間的なテンソル分解を適用する

は，現在目視もしくは路面正常測定車によって行われてい

ことで，任意の時間および場所におけるタクシーの台数な

るが，いずれも人件費や稼働による費用がかかるため，こ

どを予測し，ガソリンスタンドでの待ち時間を推定してい

れを情報技術による代替法を提案する研究は多い．まず，

る．これにより，ガソリンスタンドの配置に関する考察が

センサを用いて道路の損傷を推定する研究について言及

でき，北京市におけるエネルギー問題や都市計画を行うこ

し，次に本研究が取り組んでいる画像による道路の損傷を

とが可能となる．同様に都市における人々の暮らしを良く

検出する研究について説明する．

するために，イベントの地理的側面 [21] や犯罪の発生 [37]

3.3.1 センサによる道路点検

に関して分析している研究もある．これらの研究は，都市

道路の点検指標には複数種類があり，その 1 つとして

で生活をする市民だけではなく，自治体をはじめとした市

世界各国で用いられている車線軸に沿った損傷や乗り心

の行政にとって非常に有益な情報となる．本研究は都市イ

地を評価する国際ラフネス指数（International Roughness

ンフラの 1 つである道路管理を自動化する取り組みであ

Index; IRI）[44] がある．IRI の測定には，専用の機材の使

り，これらの研究と同様に，スマートシティ実現に向けた

用もしくは職員の体感や経験に基づく必要があり，いず

研究の 1 つととらえることができる．

れも費用がかさむ．そのため，加速度センサを用いること

3.2 自動車による都市センシング

かにも加速度センサや GPS を組み合わせて陥没の検出 [8]

で安価な IRI の推定を試みる研究は多い [2], [27], [42]．ほ
都市の課題を解決するためには，都市の状況把握，つま

や段差の検出 [45]，などがあげられる．本研究で扱う道路

り都市に関するデータの収集が求められる．都市のデータ

標示の場合，凹凸が少なく，加速度センサのみで損傷を検

を収集するため，都市のあらゆるところにセンサを設置す

出することは難しいと考えられる．一方で，CityInspector

る取り組みは存在するが*5 ，すべての都市で同様の取り組

に搭載されているエッジデバイスには評価ボードがあるた
め，加速度センサや GPS モジュールなどの接続もできる．

*4
*5

公益財団法人 交通事故総合分析センター 平成 28 年版「交通事
故統計年報」
Smartsantander. http://www.smartsantander.eu/
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性の点検も同時に行うことが可能な道路の総合点検システ

なシステム実現を目指し，物体検出による複数種類のかす

ムとなる．

れた*7 道路標示分類の可能性を検証する．

3.3.2 画像による道路点検
物理センサではなくカメラ画像を用いることで，対象と

深層ニューラルネットワークを用いた手法では，一般的
に GPU を搭載した高性能な計算機を必要とする．しかし

する道路の損傷に対し，柔軟な対応が可能となる．

ながら，前述のとおりドライブレコーダ映像をすべて高性

・参加型センシングによる画像

能計算機へ送信することは，通信費の観点から望ましくな

画像の取得元として，市民にスマートフォンで損傷した
道路の撮影とその画像を投稿してもらうサービス*6 を利用

い．したがって，ローカル環境での実行を検証する必要が
ある．

し，道路の点検を試みる研究がある [23]．この市民から情

ローカル環境の選択肢としてスマートフォンがあげられ，

報を提供してもらい，都市の状況を把握する枠組みは参加

スマートフォンでの検証は Maeda ら [24] によってされて

型センシング [3] と呼ばれている．しかしながら，参加型

いる．スマートフォンによる道路の損傷検出は導入コスト

センシングでの投稿は，プラットフォームによって偏りが

が低い一方で，スマートフォンの設置やアプリケーション

あることが報告されており [39]，都市全域の道路を網羅す

の起動など，職員に新たな作業を課してしまう．対して，

ることが難しい．本研究で扱う画像は，数十台が平日毎日

CityInspector は 1 度設置すれば，新たな作業はいらないた

走行するゴミ清掃車に搭載されたドライブレコーダ映像で

め通常業務をいっさい妨害しないことから，実運用を見据

あるため，時空間的に網羅しやすいという特徴を持つ．

えた道路の損傷検出という位置付けとなる．本研究はエッ

・車載カメラによる画像

ジシステム上での深層ニューラルネットワークを用いる点

本研究のようにドライブレコーダおよび車に取り付けた

で新規性がある．

スマートフォンのカメラや Web カメラから取得した画像を
用いて道路点検を試みる研究も多い．具体的には，ナイー

3.4 エッジデバイスでの画像処理

ブベイズを用いた道路のひび割れ [6] やランダムフォレス

本研究では，クラウドではなく，ローカル環境（エッジ

トを用いた白線のかすれ [20]，カスケード分類器による陥

デバイス上）で深層ニューラルネットワークを動作させ

没 [18] などの検出があげられる．他にもタイ・バンコクに

るため，NVIDIA Jetson TX2 をエッジデバイスとして採

おける，ドライブレコーダ映像を用いた陥没の検出 [36] が

用した．本研究のように，深層ニューラルネットワークを

あげられる．また，画像処理技術として高性能と報告され

RaspberryPi のような埋め込みコンピュータ上での実行可

ている深層学習技術を用いて，より高精度な画像分類によ

能を目指す研究は多い．蒸留 [15] を用いたモデルのパラ

る道路の損傷を検出している研究 [4], [11], [19], [41] もあ

メータ数を削減する研究などがある．また，一般的に深層

る．これらの研究は，車にカメラを搭載して対象となる損

ニューラルネットワークのパラメータは，浮動小数点 32 bit

傷箇所のデータ収集を行っている点では，実運用に向けた

で表現されることが多いが，パラメータを半分の 16 bit や

取り組みといえる一方で，損傷を検出する際には人手によ

8 bit で表現する量子化により，ニューラルネットワークの

る画像を損傷箇所だけ切り取る工程が必要となっており，

性能を悪化させることなく，ファイルサイズを縮小させる

実運用に向いていない．

ものがある [17], [43]．特に 1 bit にする（二値化）バイナ

そこで，深層ニューラルネットワークによる物体検出技

リニューラルネットワーク [7], [16], [30] は，ファイルサイ

術 [13], [22], [31], [32] を用いることで，あらかじめ損傷箇

ズを最大で 1/32 にするだけでなく，二値を電気信号とと

所を含むようなパッチ画像で切り取ることなく，画像内に

らえることで FPGA で実装が可能となり，処理速度の向

含まれている様々な種類の道路損傷箇所の検出が可能とな

上も期待される [28]．本研究ではモデル圧縮や量子化は行

る．たとえば，特定の種類の道路損傷に限らずに，日本道

わなかったが，今後取り入れることで，低電力・高速化が

路協会が定める 8 種類の道路損傷を 1 枚の画像から検出す

期待できる．

る取り組み [24], [38] などがあげられる．本研究で取り組
む道路標示も，この 8 種類に一部含まれているが，実際の

4. CityInspector

道路点検や修復業務を想定すると十分とはいえない．特に

本章では，警察や市の道路維持課とのヒアリング結果に

道路標示は，種類によって点検や修復を担当する組織が異

基づいたゴミ清掃車の車載カメラを用いたエッジ道路点検

なるため，より詳細に分類された検出に取り組む必要があ

システム CityInspector の要件について定義する．

る．本研究は，道路標示に集中して複数の組織が利用可能

4.1 道路標示のかすれ検出
*6

ちば市民協同レポート（ちばレポ，https://chibarepo.secure.
force.com/）のデータを利用．千葉市内で起きている道路の傷み
や地域における課題など様々な課題を市民が投稿するサービスと
なっている．
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*7

以降，道路標示の損傷はかすれていることと同義であると考え，
「道路標示のかすれ」「かすれた道路標示」とする．
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かすれを検出する機能が必要である．この機能を実現する

条例から，地方自治体はこの映像を永続的に管理しておく

ためには，画像解析技術を用いることになるが，近年，深

のは非常に難しい．

層ニューラルネットワークを用いた画像解析がその性能の

以上のことから，CityInspector では，ドライブレコー

高さから主流 [33] となっており，本研究でも深層ニューラ

ダ映像は送信・保存はせずに，また画像解析はクラウドコ

ルネットワークを採用する．道路標示のかすれのような物

ンピュータ上ではなくローカル環境で行う．そして，道

体の状態を推定する方法として，想定される状態を離散的

路標示のかすれ検出結果のみ送信することで，データの

にとらえ，多クラス分類問題として解く手法があげられる．

通信量・通信費を抑えることが可能となる．ローカル環境

道路標示のかすれ検出を同様に多クラス分類問題として解

で，ドライブレコーダ映像からかすれた道路標示を漏れな

き，それが可能であることも報告されている [20], [23]．そ

く検出するには検出に要する時間を短くする必要がある．

のほかにも回帰問題として解く手法もあげられる．回帰問

交通状況にもよるが，一般的にゴミ清掃車が平均 30 km/h

題の場合，状態を連続値で表現する必要があるが，これは

（ 8.3 m/s）で走行するとし*8 ，またドライブレコーダ映

専門家による知識が必要とされるため，今回はかすれの状

像に写る道路は 5 m から 10 m である（図 2 (a)）と仮定す

態を離散的に扱うことにした．

ると，少なくとも 1 秒間にドライブレコーダ映像 1 フレー

しかしながら，本研究で扱うドライブレコーダ映像には

ムは処理する必要があると考えられる．したがって，非機

Kawasaki ら [20] の研究で扱われているデータのように道

能要件として，1 FPS 以上のかすれ検出があげられる*9 ．

路標示のみが写っているわけではなく（図 2 (a)），道路標
示以外のものも写っているため，多クラス分類問題として

4.3 電源管理

扱うことは難しい．そこで，本研究では，物体検出問題と

さらに，電源管理機能が必要である．ゴミ清掃車上で

して扱う．物体検出問題は，自動運転技術やロボットの視

CityInspector を動作させるため，電源供給はゴミ清掃車

覚的な情報処理を行う際にも使われており，その応用性は

のバッテリを用いなければならない．また上述のデータ管

高い．CityInspector では，深層学習を用いた物体検出技術

理のように，市の職員に新たな業務を追加させないために

による道路標示のかすれ検出を行う．ただし，物体検出技

は，電源管理は自動で行われる必要がある．

術は汎用的技術であり，道路のひび割れや陥没にも対応可

よって CityInspector は，ゴミ清掃車のエンジン始動と

能であることに留意されたい [24], [38]．実際に利用したモ

同時に電源が入り，エンジン停止後に電源が切れる機能が

デルについては 5 章で，学習パラメータについては 6 章で

必要である．なお，市の職員は，ふだんの業務でトイレ休

詳細に説明する．

憩を挟み，エンジンを停止することがあることがヒアリン
グの結果分かっている．そのたびに，CityInspector の電源

4.2 検出環境およびデータ管理
次に，道路標示のかすれを検出する環境およびデータの

を切るのは非効率であるといえる．そこで，CityInspector
では非機能要件として一時的にエンジンが停止する場合

保存・管理に関する機能である．一般的に深層ニューラル

は，電源が落ちないことがあげられる．CityInspector の状

ネットワークは，NVIDIA 製の GPU を複数台搭載した高

態遷移表を表 1 に示す．また，実際の CityInspector のモ

性能なクラウドコンピュータ上で処理されることが多い．

ニタによる状態遷移図を図 3 に示す．

そのため，ドライブレコーダ映像をクラウドコンピュータ
表 1

に送信する必要がある．しかしながら，1 日に数十台走行

CityInspector の状態遷移表

Table 1 State transition table of CityInspector.

しているゴミ清掃車のドライブレコーダ映像のデータ量は
膨大であるため，携帯回線を用いると通信費が膨大になっ

エンジン停止後

状態

エンジン ON

エンジン OFF

るのではなく，SD カードや USB メモリなどの外部記憶装

停止中

稼働中

–

置に保存し，業務後に回収する方法や，業務後に駐車場に

稼働中

–

カウントダウン

–

カウントダウン

稼働中

–

停止中

てしまう．また，逐次映像を送信してクラウド上で保存す

止めた際に Wi-Fi に接続する方法などが考えられる．しか

一定時間経過

–

しながら，前者の場合職員に外部記憶装置の受け渡しとい
う業務や，データの吸い出しなど新たな業務が増えてしま
うため，人件費が増えてしまう．また後者については，後
述の電源管理の面や，Wi-Fi 環境が自治体によっては整備
されていないことから，業務終了後の通信は難しい．
さらに，ドライブレコーダ映像には，ゴミ清掃車の付近
を通過した市民やゴミ清掃車の前を走行していた車のナン
バープレートなどが写っている．このため，個人情報保護
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*8
*9

平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 集計
結果整理表に基づく．
ゴ ミ 清 掃 車 は ，道 路 に よ っ て 平 均 30 km/h 以 上 の 速 度
（〜50 km/h）での走行が考えられる．この速度差やシステム
の不具合などにより，道路標示の見逃しは想定される．しかし，
1）ゴミ清掃車は少なくとも 1 週間に 1 度以上同じルートを走行
すること，および 2）道路標示のかすれは突然生じるものではな
いことから，1 秒間に 1 フレームで十分であると考える．一方
で，この非機能要件は最低条件であり，さらに高速での処理が可
能であればそれを採用する．

1801

情報処理学会論文誌

Vol.60 No.10 1796–1808 (Oct. 2019)

VGG16 ネットワーク [35] に 6 個の畳み込み層を追加した
ものになっている．追加した 6 層の出力と VGG16 の途中
の層からの出力を用いて，最終的に 8,732 個の枠線候補を
出力する．1 つの枠線は位置 l = (x, y, w, h) と p ∈ RC で
表現されている．x と y は枠線の中心の座標を表してお
り，w と h は枠線の縦と横の幅を表している．p は C 次
元ベクトルとなっており，C は検出するクラス数となっ
図 3

電源モニタリング画面

Fig. 3 A monitoring display for power delivery.

ている．つまり，p ベクトルの各要素 pc は，c クラスで



ある確率を表しており，

pc = 1 となる．本研究では，

C = (対象とする道路標示の種類) となる．SSD では，こ
の p において最も値が大きいクラス c，つまり確率 pc が
最も高いものをその枠線が示すクラスとし，閾値 λ 以上で
あった場合のみ枠線を出力する．したがって，閾値 λ に
よって，出力される枠線の数の制御が可能である．6 章で
は，この閾値 λ を変化させた場合の精度を検証する．

SSD の目的関数は，
図 4 CityInspector のプロトタイプ．左：実際にゴミ清掃車に搭載
するときの状態．右：中身．下側にバッテリ，左側に NVIDIA

JetsonTX2 を搭載している

L(m, c, l, g) =

1
(Lconf (m, c) + αLloc (m, l, g))
N

(1)

Fig. 4 The prototyping of CityInspector. (Left) The appear-

となる．ただし，Lconf と Lloc はそれぞれクラスに関する

ance when CityInspector is installed. (Right) Battery

クロスエントロピー誤差関数と位置に関する二乗誤差関数

is installed at the bottom side and NVIDIA Jetson TX2

となっている．mpij = {1, 0} は，クラス p における予測さ

left sided.

れた i 番目の枠線と正解の j 番目の枠線が一致していると

4.4 検出結果の提示
最後に，検出された道路表示のかすれ提示機能が必要で
ある．道路標示によって，担当している組織（警察，県，
そして市の道路維持課）が異なっている．そのため，すべ
てのかすれた道路標示が閲覧可能なだけではなく，それぞ
れの組織が担当している道路標示のみを，必要に応じて提
示することが求められる．

5. 実装
本章では，前章で述べた要件を満たす CityInspector の
実装について説明する．最初に道路のかすれ検出機能の実
装について述べ，次にハードウェアにおける実装について
説明する．CityInspector の外観および中身を図 4 に示す．

5.1 道路標示のかすれ検出機能
CityInspector では，道路標示のかすれ検出をするため，深
層ニューラルネットワークの 1 つである Single Shot Multi-

box Detector（SSD）[22] を採用する．物体検出問題を扱う
深層ニューラルネットワークには，そのほかにも You Only

Look Once モデル [31], [32] や Faster R-CNN [13] などがあ
げられる．道路標示のかすれはドライブレコーダの映像に
おいて手前に大きく写っているものが多い．そこで大きい物
体の検出に優れていると報告されている SSD を選択する．

SSD は，複数の畳み込み層と特徴量マップを縮小する
プーリング層の組合せで構成されている．基本構成は，
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きに 1 となる．与えられた 2 つの枠線の Jaccard 係数が 0.5
以上であるとき，2 つの枠線は一致しているとする．α は，

2 つの誤差関数のバランスを調整するハイパーパラメータ
であり，本研究では原著論文 [22] のとおり α = 1 とする．
そのほかのハイパーパラメータについては，6 章で述べる．

5.2 システム構成
道路標示のかすれを検出する環境として，CityInspector
はエッジデバイスでのかすれ検出が求められる．そこで，
本稿では Linux ベース OS が動作可能な NVIDIA 社製の

JetsonTX2 を選択する．そのほかの選択肢として，同様に
Linux ベース OS が動作可能な RaspberryPi があげられる．
しかしながら RaspberryPi には NVIDIA 製の GPU が搭載
されていないため，CPU での実行になってしまう．一方で，
かすれ検出手法は前述のとおり畳み込み処理を多く含んで
いるため，JetsonTX2 であれば GPU を搭載しており，高
速な演算処理が可能である．価格差では，JetsonTX2 に比
べて RaspberryPi は低価格であるが，今回は実行速度要件
を優先し，JetsonTX2 を用いる．エッジデバイスの高性能
化はさかんに取り組まれている分野であり，Google のエッ
ジ TPU *10 や JetsonTX2 の後継として JetsonNano *11 が
開発されている．CityInspector はデバイスにおける制約
はないため，今後より安価で高性能なエッジデバイスが入
*10
*11

https://aiyprojects.withgoogle.com/edge-tpu
https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/
embedded-systems/jetson-nano/
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ハードウェアのシステム構成

Fig. 5 Hardware system configuration.

図 7 CityInspector システム全体の構成図

Fig. 7 System configuration of CityInspector.

図 8

アノテーションの様子

Fig. 8 Actual annotation.

全体を俯瞰している状態であり，周辺に多くのかすれた道
路標示がある場合，その数に合わせて「青 → 黄 → 赤」と
色が変わる．これにより，かすれた道路標示が多い地域を
図 6 検出した道路標示のかすれ箇所の提示．(a) 数字と色によっ

一目で見ることが可能である．図 6 (b) では，詳細に地図

て，大局的に各地域でのかすれ箇所の多さを把握でき，(b) 各

を見たときの状態であり，それぞれのマーカの色が道路標

マーカによって種類が分かり，実際の様子を画像で確認できる

示の種類を意味している．さらに，各マーカをクリックす

Fig. 6 Indicating the place where the road marking is blurred.
We can understand that (a) the number of the blurred
road marking in each with the global aspects and (b) the
kind and actual status of the road markings by confirming the images.

ることで，実際の道路標示の様子を見ることが可能となる．

CityInspector システム全体の構成を図 7 に示す．

6. 実験
道路標示のかすれ検出手法の有効性および CityInspector

手可能になった場合，JetsonTX2 をそれと置き換えること

の有用性について検証するため，実際のドライブレコー

は可能である．なおエッジデバイス（JetsonTX2）と高性

ダの映像を用いた実験を行った．本章では，まず作成した

能 PC における処理速度差については，7 章で議論する．

データセットの詳細および作成手順について説明する．次

ハードウェアのシステム構成を図 5 に示す．ゴミ清掃

に評価指標について説明した後，検出結果について述べる．

車のエンジン始動によって，車内のシガーソケットには

24 V の電圧がかかる．Arduino を用いて，このシガーソ
ケットから電流が流れているかを監視し，電流が流れてい

6.1 道路標示かすれデータセット
本実験では，藤沢市の協力のもと，ゴミ清掃車 3 台同じ

る限り CityInspector に搭載されたバッテリを充電しつつ，

機種で撮影されたドライブレコーダ映像をデータセットと

JetsonTX2 に電力を供給する（状態：稼働中）．ゴミ清掃

して用いる．映像は，2017 年 5 月 10 日と 11 日に 18 FPS

車のエンジンが停止すると Arduino がそれを検知し，タ

で 5 時間ずつ撮影された．なお天気は，10 日は雨，11 日は

イマを開始する．その間，JetsonTX2 には充電されていた

晴れであり，動画のサイズは 1,280 × 720 ピクセルとなっ

バッテリから電力が供給される（状態：カウントダウン）
．

ている．ドライブレコーダ映像の一例を図 2 (a) に示す．

一定時間が経過するまでに，再びエンジンが始動しなかっ

次に，道路標示のかすれ発見を物体検出問題で扱えるよ

た場合，Arduino は JetsonTX2 にシャットダウン信号を送

うにするため，ドライブレコーダの映像に対し，アノテー

信する．これを受けた JetsonTX2 はシャットダウンプロ

ションを行う．物体検出問題のためのデータセットにおけ

セスを実行する（状態：停止中）．CityInspector では，各

るアノテーションは，図 8 に示すように，画像に含まれる

状態を外部 LCD モニタで確認ができる（図 3）．

検出対象を枠線で囲むことで行われ，PascalVOC フォー

そして，最後に道路標示のかすれている道路の位置を提

マット [9] に準拠して保存される．本研究で対象とする道

示するアプリケーションの画面を図 6 に示す．図 6 (a) は，

路標示は，白色の区画線，白色の道路標示，黄色の区画線，
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表 2 作成した道路標示のかすれデータセット

Table 2 A dataset of blurred road markings.
データセットの種類

画像数

白線

白色道路標示

訓練用

1,807

963

726

249

37

209

709

テスト用

1,821

1,065

635

137

55

424

588

表 3

黄色線

黄色道路標示

横断歩道

ガードレール

道路標示のかすれ検出結果

Table 3 A result of blurred road markings detection.
クラス閾値

mAP

白線

白色道路標示

黄色線

黄色道路標示

横断歩道

ガードレール

時間

−3

48.80

49.12

51.71

33.77

51.31

63.04

43.85

43.63 ms ± 220.72 μs

1.0 × 10−2

48.65

49.07

51.42

33.77

51.17

62.63

43.85

30.75 ms ± 44.82 μs

5.0 × 10−2

46.95

48.57

49.74

32.33

50.50

57.16

43.42

23.97 ms ± 65.55 μs

1.0 × 10−1

45.75

46.39

49.67

32.33

46.51

57.16

42.42

23.31 ms ± 87.78 μs

5.0 × 10−1

39.13

41.02

40.31

29.02

34.87

50.68

38.88

22.68 ms ± 72.84 μs

5.0 × 10

黄色の道路標示，横断歩道の 5 種類である．本研究では，

erage Precision）スコアでその性能を評価する．mAP ス

かすれていない道路標示は枠線で囲む対象とせず，非専門

コアは，各ラベルの AP スコアを平均したものである．

家である実験協力者の目視によってかすれていると判断さ

まず検出された枠線領域 Bpred と正解枠線領域 Btruth の

れた道路標示のみを対象とした．対象とした道路標示 5 種

IoU =

類の一例を図 2 (b)–(f) に示す．かすれた道路標示のみを

する．IoU が閾値以上であった場合，検出された枠線を正解

検出の対象とした理由は，道路標示の性質によるアノテー

と見なす．ただし，本実験では PascalVOC Challenge [10]

ション量の増加を抑えるためである．一時停止（図 2 (d)）

に準拠し，この閾値を 0.5 に設定する．各ラベルにおいて

や制限速度（図 2 (e)）などの道路標示は，非連続な形状を

IoU を計算し，正誤を判定する．正誤結果をもとに再現率

しているため，枠線で囲むことは比較的容易である．一方，

および適合率を算出し，再現率–適合率曲線を求める．AP

区画線（図 2 (b)，(d)）は連続的な形状であるため，連続

スコアはこの曲線の面積となり，面積が大きいほど平均的

した映像のフレームには途切れなく写っており，枠線で囲

な適合率が高いことを意味している．

area(Bpred ∩Btruth )
area(Bpred ∪Btruth )（Intersection

over Union）を計算

まなければならない対象が非常に多くなってしまう．かす
れている区画線のみにした場合も同様に囲む対象は多くな

6.3 結果と考察

るが，かすれていないものを含めた場合に比べてその量は

SSD のパラメータの最適化手法には，モーメンタム

少なく済む．さらにかすれの判断が難しい状態の道路標示

SGD [34] を採用し，学習率は 1.0 × 10−3 ，バッチサイズ

の場合も囲むようにすることで，アノテーションにおける

16，エポック 200 で学習させた．学習には，2 つの NVIDIA

負担を減らせる．また類似したフレーム画像に対してアノ

1080Ti を使用して約 10 時間ほど要した．

テーションを行うことも負担であると考え，動画を 25 フ

6.3.1 クラス閾値変化による精度変化

レームごとに間引き，データセットに含める画像を減らし
た

*12

まず，すべての訓練データを用いて学習させ，出力す

．さらに，ドライブレコーダ映像に含まれており，か

るクラスの確率閾値を変化させた場合の検出精度を比較

すれた白色の区画線にガードレールが類似しており，区別

する．閾値 λ ∈ {5.0 × 10−3 , 1.0 × 10−2 , 5.0 × 10−2 , 1.0 ×

させるために検出の対象とした．

10−1 , 5.0 × 10−1 } を用いた．結果を表 3 に示す．クラス

実験では，作成した道路標示かすれデータセットを学習

閾値 λ が低く設定されるにつれて mAP スコアは上昇して

用とテスト用に 1 : 1 に分割した．ただし，分割はランダ

いる．これは，閾値が低くなるにつれて出力される枠線の

ムではなく，各ゴミ清掃車で撮影された映像を時系列で分

数が増えるため，本来検出するべき枠線がより多く含まれ

割した．最終的に得られたデータセットの詳細を表 2 に示

るためであると考えられる．精度を優先する場合，この閾

す．実験では，ランダムで左右反転および色調の変化によ

値は低く設定することが望ましい．一方で，表 3 の速度を

るデータ拡張を行った．

見ると，閾値が低くなるにつれて時間がかかるようになっ
ている．したがって，速度と精度はトレードオフの関係に

6.2 評価指標
本研究で取り組む物体検出問題では，mAP（mean Av-

あることが分かる．

6.3.2 学習データ数増加による精度変化
次に，学習に用いる訓練データ数を変化させ，それに

*12

実運用時は，可能な限り全フレームを利用する．
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表 4

各ハードウェアにおける 1 フレーム画像の演算処理時間．

Table 4 The processing time for one frame of videos via each
hardwares.
ハードウェア

時間

ARM Cortex-A53 1.2 GHz（RPi3）

155.3 s ± 15.3 s

Intel Core i7 2.9 GHz（MBP 2016） 848 ms ± 13.2 ms

図 9 データセットの大きさと mAP スコアの関係．訓練データが
増えるほど mAP は上昇している

Intel Core i7-6950X 3.00 GHz

216 ms ± 470 μs

Intel Xeon E5-1660 v4 3.20 GHz

251 ms ± 270 μs

NVIDIA TitanX（Pascal）

9.59 ms ± 14.3 μs

NVIDIA 1080Ti

12.8 ms ± 5.67 μs

NVIDIA JetsonTX2

188 ms ± 141 μs

Fig. 9 The relation between the size of a dataset and mAP
score. The more the size of training data is increased,
the more mAP score is raised.

から 1.0 までの割合でランダムサンプリングを行い，訓練
データ数を変化させる．それぞれの割合の訓練データで学
習させ，同一のテストデータで検出した結果を図 9 に示
す．図 9 に示すとおり，データセット数の増加につれて，

mAP スコアが上昇している．このことから，本研究では
アノテーションされたデータ数は限られているが，今後，
アノテーションされたデータ数が増加し，データセットが
大きくなることで，精度の向上が期待できる．また，学習
データ数 0.4 × 1,807 = 722 枚からは精度の上昇が緩やか
であることから，新しい都市で CityInspector を用いる場
合，最低限 700 枚ほど学習データがあれば，本実験と同等
の精度が期待できることが分かる．

7. 議論
7.1 実行速度について
6 章において，物体検出技術である SSD を用いることで，
かすれた道路標示を検出可能であることを示した．しかし
ながら，実験では NVIDIA TitanX（Pascal）を用いている
が，CityInspector では JetsonTX2 の利用を想定している
ため，表 3 に示した速度は実際と異なってしまう．そこで，
実際の利用を想定して，様々なハードウェアにおける画像

1 枚あたりの推論速度を比較した*13 ．対象は，CityInspector で採用した JetsonTX2 に加えて，RaspberryPi3，コン
シューマ向け CPU の中ではハイエンドである Intel Core

i7-6950X と Intel Xeon E5-1660，また Apple MacBook Pro
に搭載されている Intel Core i7，そしてコンシューマ向け

GPU として NVIDIA 1080Ti と TitanX（Pascal 世代）と
した．比較の結果を表 4 に示す．JetsonTX2 の演算処理
速度は 5 FPS であり，非機能要件の最低条件である 1 FPS
（1 秒間に 1 フレームの処理）の 5 倍である．TitanX や

1080Ti の GPU と比較した場合，JetsonTX2 による演算処
*13

Pytorch [29] で実装されたソースコードを実行し，環境に最適化
はさせていない．個々の最適化による高速化は期待できるが，公
平に比較するため行っていない．
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理速度は遅いが，CPU と比べると十分に速く，エッジデバ
イスとして利用可能である．
以上のことから，CityInspector の非機能要件を満たす
ため，JetsonTX2 の採用は妥当であると分かる．一方で，

5.2 節で述べたとおり，今後開発され，発売されるエッジ
デバイスは，JetsonTX2 より高性能かつ安価で，かつ評価
ボードも含めて小さくなっていくことが期待できる．デバ
イスの選定および CityInspector への実装が今後の展望と
してあげられる．
また，CityInspector の演算処理速度を上げる以外の有用
性を向上させる手段として，画像処理のタイミングを可変
にすることがあげられる．ゴミ清掃車は赤信号やごみ収集
時に停止するため，CityInspector に写る道路は不変であ
る．そこで，JetsonTX2 が加速度センサモジュールや GPS
モジュールを接続可能であることを利用して，ゴミ清掃車
が停止していることを検知させ，停止時にはかすれた道路
標示の検出を停止することも今後検討するべき機能として
あげられる．

7.2 かすれた道路標示の検出結果および精度について
CityInspector によるかすれた道路標示の検出精度（mAP
スコア）は，最高で 48.80 であった．CityInspector で採用
した SSD の原著論文において報告されているスコアは，ベ
ンチマークデータセットで 72.4 であったことをふまえる
と，このスコアは十分であるとはいえない．しかしながら，
ベンチマークデータセットに比べて，本実験で用いたデー
タは少ないことが原因であると考え，図 9 に示したとお
り，今後データ量が増えることで精度の向上は期待できる．

CityInspector の最終的な目標は，かすれた道路標示を発
見し，その結果の道路点検・修復を行っている職員への提
示である．そこで，現状の精度である CityInspector によ
る検出結果（図 10）を，実際に神奈川県および藤沢市の道
路維持課の職員に提示し，ヒアリングによる検出精度の定
性的評価を行った．職員によると，仮に CityInspector に
よってすべてのかすれた道路標示を検出できたとしても，
すべてを修復できるわけではない．したがって，1 度のゴ
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図 10 各クラス閾値 λ における実際のドライブレコーダ映像における出力結果

Fig. 10 Output results of actual dashboard camera videos with a classification threshold λ.

ミ清掃車の巡回で高精度に道路標示を検出することより，

たシステムの調整があげられる．また，本稿ではかすれた

長期間の巡回・点検によって道路のかすれがひどい地域の

道路標示の検出に取り組んだが，対象を道路のひび割れや

特定が実際の業務では重要であることが分かった．つま

陥没にし，学習させていくことで CityInspector によって

り，短期的な検出精度だけではなく，長期的な運用に基づ

複合的な道路点検の実現が期待できる．CityInspector が

く業務のための精度評価を行うことが今後の課題となる．

地方自治体業務の一部を担い，都市における人々の生活の

長期的な運用をふまえた場合，検出するかすれた道路標
示も選択することが求められる．6 章で述べたとおり，ク
ラス閾値 λ = 5.0 × 10

−3

の場合，出力される枠線の数は多

くなる傾向にあり，一方でクラス閾値 λ = 5.0 × 10

−1

質向上に貢献できることを期待したい．
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合，出力される枠線は少なくなる傾向にある．適当なクラ
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