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CNN を用いた地物分類による日常巡視支援に関する研究
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１. はじめに
現在，高度経済成長期に構築された社会インフラ
の老朽化が進み，維持管理やインフラ点検の重要性
が高まっている 1)．社会インフラの維持管理には，損
傷状況の把握や変状の検出が必要であるが，現在
は目視点検が主流であるため，点検コストが高い状
況である．そのため，点群データを用いた点検支援
に関する研究 2)が行われている．しかし，点群データ
の計測コストが高く，専用の機材が必要であり，日々
の巡視への活用が難しい．そのため，撮影が容易な
画像データを用いて点検を支援する研究 3)が行われ
ている．画像を用いる手法は，変状の有無や度合い
を判定しており，専門の知識を必要とせずに簡易診
断が可能となる．しかし，変状検出が主のため，健全
な場所の記録の蓄積，日々の変化や変状の経過観
察への適用は難しい状況である．
そこで，著者らは，文献 4)において，画像認識技術
を用いて道路地物の点検支援システムの提案を行っ
た．この研究では，車体上部にカメラを取り付ける特
殊な機材が必要な点と，道路地物が含まれるピクセ
ル位置を人手で指定する点があり，汎用性の面で課
題があげられる．そのため，本研究では，これら２つ
の課題点を解消する方策について検討し，処理アル
ゴリズムを提案する．

２．研究の概要
本研究では，日常巡回時に車内のドライブレコー
ダにて撮影された動画データを入力とし，動画の中
に含まれる点検対象の道路地物が含まれる画像を自
動的に判定して抽出するシステムを提案する．点検
支援を行う上で有効な手段と対象地物の関係を「点
群データの属性管理仕様【道路編】（案） 5 ） に掲載さ
れている道路地物を対象として，次の２つに分類し
た．
① 長大な道路地物（斜面，ガードレール，フェンス
など）・・・画像分類（Classification）の技術を用い
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図１ ドライブレコーダの撮影データ
てフレーム画像をクラス分類
② １枚のフレーム画像に収まる小さな道路地物（標
識や電柱などの小規模附属物等）・・・物体検出
（Detection）の技術を用いてフレーム画像から道
路地物のピクセル位置を抽出
本研究では，画像分類手法が有効であると考えら
れる，長大な道路地物として，「中央分離帯」，「植
栽」，「斜壁」，「ガードレール」を対象として研究を実
施する．

３．処理アルゴリズムの検討
３．１ 検討方針
本研究では，第１章に述べた２つの課題に対応す
るため，「パトロール車に容易に搭載可能なドライブレ
コーダ」の撮影動画を対象に，道路地物を自動判定
する手法を検討する．
本稿では，ドライブレコーダのデータを活用するに
あたり，実際に撮影したデータを分析し，各道路地物
を抽出する際に必要な事前処理の流れを明らかにす
る．そのうえで，ドライブレコーダのデータを用いた際
の処理アルゴリズムを提案する．
本研究の対象データを図１に示す．本研究では，
車 体 に取 り付 けた ドライブレコ ー ダ（コ ム テック 社
HDR852G）で撮影した動画データを解析対象とす
る．
３．２ ドライブレコーダの画像分析と処理ア
ルゴリズムの検討
ドライブレコーダの撮影データ（図１）を確認した結
果，道路地物の認識に活用するためには，次に示す
課題があることが明らかとなった．
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⚫
⚫
⚫

動画内に車体のフレームが移りこんでおり，学
習の妨げになる可能性が高い点
対象道路地物以外の領域が多く，正しく道路
地物の特徴を学習できない点
撮影動画中の道路地物の位置が異なる点

4
4

これらの課題に対応し，汎用的にドライブレコーダ
の撮影データを解析するために，本研究では，次に
示す処理を事前に行うこととした．
⚫
⚫

元動画のアスペクト比を保った上で車体フレ
ーム部分の切り取りすること
道路地物を含む位置を特定するために動画
を決まったピクセル数で等分割すること（図２）

図２ １２分割時の例
日常巡視
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４．処理アルゴリズムの提案

道路地物の学習機能

道路地物の判定機能

第３章の検討結果に基づき考案した提案手法の処理
フローを図３に示す．提案手法は，「道路地物の学習
機能」と「道路地物の判定機能」で構成される．各機
能の詳細を次に示す．
４.１ 道路地物の学習機能
道路地物の学習機能は，入力画像から道路地物
の特徴が含まれている箇所を切り出す学習データ作
成処理と，学習データを用いて道路地物学習モデル
を作成する道路地物学習モデル生成処理により構成
される．
学習データ作成処理は，あらかじめ対象地物ごと
に分けられた動画をフレーム単位の画像に分割し入
力とする．学習データは正方形に成形する必要があ
るため，入力画像を横に４分割した上で，アスペクト
比が 1:1 になるように切り取る．そして，１２カ所（図２）
それぞれを別々の学習データとして保存する．
道路地物学習モデルの作成処理は，畳み込み 13 層
と総結合 3 層の計 16 層から構成される畳み込みニュ
ーラルネットワーク VGG166)を用いて道路地物学習
モデル作成する．図２に示す通り，１２分割された学
習データから対象地物が含まれている部分を選定す
るため，１２カ所それぞれについて学習モデルを生成
し，重み付けを行う．学習モデルの対象地物とは異な
る道路地物の画像データを解析し，対象地物と誤判
定する確率の低いモデルを道路地物学習モデルとし
て保存する．
４．２ 道路地物の判定機能
道路地物の判定機能は，ドライブレコーダの動画
データを解析し，フレーム画像を生成する判定デー
タ作成処理と，道路地物判定モデルを用いて，対象
のフレーム画像にタグ付けを行う道路地物判定処理
で構成される．
判定データ作成処理は入力された動画をフレーム
単位の画像に分割し，第４.1 節の学習データ作成処
理において得られた道路地物が含まれている箇所の
みを同様の方法で判定データとして保存する．道路
地物判定処理は，判定対象となる画像データを入力
し，道路地物学習モデルを用いて，どの道路地物を
撮影した画像であるかを判定する．
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図３ 処理フロー
５．おわりに
本研究では，ドライブレコーダの動画データから点
検対象の道路地物が含まれる画像を自動的に抽出
するシステムの構築を目指し，処理アルゴリズムの検
討を行った．今後は，本研究にて提案したシステムを
実装し， 道路地物の判定精度を評価する予定であ
る．
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