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The purpose of this study was to develop useful sensor devices and the sensor network system for road 

structure monitoring. Among them, Here we report descrive aprication of the sensor data collection system 

from patorol of in road. 
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1. はじめに 

我が国では，社会インフラ施設の老朽化が進み，早急

な対応が重要課題となっている．従来における社会イン

フラ施設の維持管理では，目視点検を主とした定期点検

を行い，損傷箇所を発見した場合，詳細な調査の後に修

繕を実施する「事後保全」が一般的である．しかし，

「事後保全」ではトンネル崩落等の甚大な損壊が発生す

る可能性があり，「利用者の生命の危険」や，再建設に

近い修繕にかかる「施設の維持管理にかかるコスト増

大」という課題がある． 

これら課題を解決するため，今後の施設維持管理にお

いては，施設の状態を正確に把握してタイムリーに修繕

を行う「予防保全」の概念が重要視されている．予防保

全の実現に向けては，点検業務の更なる効率化や状態把

握の精度向上が不可欠である．また，更に近年では高い

レベルを持った技術者の不足も相まって，AI，IoTといっ

た技術，ノウハウの組み合せをワンストップサービスシ

ステムとして提供することへの期待が高まっている．そ

こで日立はスマートメンテナンスの実現に向けたIoTシス

テムの開発に取り組んでいる． 

一般的な IoTシステムは，以下の流れ(要件)にて構成さ

れる． 

① モニタリング対象設備に計測デバイス(センサ端末)

等を設置し，対象設備を計測する． 

② 対象設備で計測したデータを，ネットワーク等を用

いて回収する． 

③ 回収したデータを管理者 PC等で蓄積・閲覧(見える

化)を実施． 

④ 蓄積したデータに対して AI等を利用し分析する． 

 

図 1 IoTシステムの構成図 

 

本研究ではNEDOから委託を受け，日立がこれまでユ

ーザ機関に対してヒアリングを実施したところ，維持管

理のターゲットとしてフォーカスされてこなかった道路

附帯構造物のモニタリング技術に強いニーズがあった． 

以上より，道路事業者からニーズの高い「道路附帯設

備」をターゲットとし，モニタリングシステムに関する

センサ端末及びセンサネットワーク技術の研究開発を実

施した． 
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2. 道路附帯構造物モニタリングシステムの概要 

1章で述べた一般的な IoTシステムの要件に対して，道

路附帯構造物モニタリングシステムとして必要な要素を整

理する為，実ユーザに現状の点検業務における課題のヒア

リングを実施した．ヒアリングによって得られた課題とし

ては，以下の内容があげられる．道路附帯構造物は遠方目

視が基本であり，問題を見落とす可能性があること，近接

目視を実施する場合には交通規制や高所作業車等が必要で

ありコストが大きくなること等である．本研究はこれらの

課題を踏まえて以下の要件を設定し研究開発を実施した． 

要件①：道路附帯構造物の状態を的確に把握する為のセ

ンシング機能と，自己動作可能で低消費電力を兼ね備えた

センサ端末の開発  

要件②：データ収集における効率的で安定した無線通信

技術の開発 

要件③：道路管理ニーズ抽出，フィールド実証による，

実用に求められるセンサネットワークシステムの開発 

 以下に道路附帯構造物モニタリングシステムの概要を示

す．(図 2参照) 

まず要件①で述べたセンサ端末は，電源部，無線部，セ

ンサ部で構成されている．電源部には独自に開発した蓄電

池と，太陽光発電パネル等も搭載可能であり，電源が無い

場所でも長期間動作可能となるようなセンサ端末の開発を

実施した．また防水・防塵性能についても IP65基準を満

たしており，耐久性についても道路附帯構造物に設置して

問題なく動作が可能である． 

要件②に関しては，データ収集に必要な無線技術開発と

して，センサ端末本体にインフラ分野でも活用が期待され

ている 920MHz帯の無線技術を用いることとした．これら

の無線技術を用いた回収方法の検討については次章にて詳

しく述べる． 

さらに要件③でセンサネットワークシステムの開発につ

いては，実ユーザに複数回にわたってヒアリングを実施

し，システムのインターフェースや必要機能の実装等，

様々な面でブラッシュアップを実施している． 

 

 

図 2 道路附帯構造物モニタリングシステム概要 

 

図 3 センサ端末構成図 

 

 

図 4 センサ端末外観 

 

3. データ回収方式の検討 

2章で述べた要件②を満たす回収方式を以下の通り複数

洗い出し，比較検討を実施した． 

① ネットワーク接続方式 

② マルチホッピング方式 

③ 巡回型データ回収方式 

比較した結果を以下の通り示す．(表 1参照) 

ネットワーク接続方式とは，計測対象に設置したセンサ

端末をネットワーク環境に接続し，計測データをリアルタ

イムでサーバ等に送信し回収を実施する方式である． 

この手法はリアルタイムでデータ回収が可能であるとい

うメリットを持つが，ネットワークに常に接続している為

消費電力も多く，センサ端末だけでなく，ネットワーク回

線を整備する為のコスト等も必要となる． 

マルチホッピング方式とは端末自身が中継器の役割も果

たすことで長距離，広範囲の通信を可能とする技術であ

る． 

この方式では，センサ端末自身が中継器の役割も果たし

ているため，ネットワーク接続方式と同様にユーザが回収

作業をすることなく，リアルタイムにデータを計測可能で

ある．しかし道路附帯構造物は一定の距離間隔で設置され 
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表 1 回収方式の比較 

 

 

ているわけではない為，計測対象以外にも中継器として無

線機が必要になる場合が多い． 

また伝送の為のシステム構築が冗長化になる場合や，電

源が必要になる場合もある． 

巡回型データ回収方式とは，モニタリング対象設備にセ

ンサ端末を設置し，モニタリング対象設備に面している道

路を巡回車両等で走行し，走行車両内に設置した受信機に

てデータ回収を実現する方式である． 

巡回型データ回収方式では，データ回収日程を事前にセ

ンサ端末に設定しておくことで，データ回収時のみ，セン

サ端末を起動させることが可能となり，消費電力を大幅に

抑えることが出来る． 

またコストの面でも，モニタリング対象設備以外にセン

サ端末等を設置する必要もなく，従来の巡回業務の中でデ

ータ回収することが可能になる為，必要最低限のコストで

回収作業を実現出来る． 

これらの結果を踏まえて，本研究では巡回型データ回収

方式を採用することとした． 

しかし，課題として実フィールドでの通信可能なデータ

量や，通信距離が不明確であったため，実証実験にてこれら

の項目について検証を実施した． 

次章以降では実施した実験内容や実験結果について述べ

る． 

 

4. 巡回型データ回収方式の性能検証  

道路附帯構造物モニタリングシステムの実現にあたり，

巡回型データ回収方式に必要な無線通信技術として以下の

観点を基に実証実験を実施した． 

① 通信可能距離の検証 

実フィールドでの無線通信距離を検証する為，実際の道

路附帯構造物にセンサ端末を設置し，通信可能な電波距離

を計測した． 

② 回収可能なデータ量の検証 

テストコースにセンサ端末を設置し，走行している車両

内から回収可能なデータ量の検証を実施した． 

これらの実験結果を基に実運用に適用する際の回収周期

等に関して検討・考察を実施した． 

 

 

〈4･1〉 通信可能距離の検証 

〈4･1･1〉 実験方法  

実フィールドのジェットファンにセンサ端末を設置す

る．センサ端末の設置に当たっては，安全性を考慮し，ジ

ェットファンに搭載されている端子箱の内部に設置した．

通信距離の検証としては 2種類の実験を実施した． 

まず 1つ目の実験としてセンサ端末を設置したジェット

ファンを基点とし，20m間隔でセンサから送信されたデー

タの RSSI(電波強度)を計測する．各地点で一分間計測した

RSSI の平均値で評価を実施した． 

2つ目の実験として実際に走行車線，追越車線を時速

80km,100kmでそれぞれ走行し，走行車内に設置する受信

機の設置位置の違いによる通信可能時間についての検証を

実施した． 

 

 

図 5 実験方法(平均 RSSI計測) 

 

 

図 6 実験方法(走行試験) 

 

 
図 7 走行試験での受信機設置位置 

 

NEDOインフラ維持管理技術シンポジウム2018 (2018.10.30 札幌) 
30am3-PD-15

 
- 80 -



 

 

 4 / 6 

 

 

図 8 ジェットファンへのセンサ端末設置状況 

 

〈4･1･2〉 実験結果 

RSSI の平均値を検証する実験では，計測地点での平均

RSSI が-86dBm以上(正常に通信可能)となるかを検証し

た．以下に実験結果を示す．(図 9参照) 

結果として全ての地点にて平均 RSSIが-86dBm以上で

あり，トンネル内のジェットファンを対象とした場合に

200m以内であれば安定して無線通信が可能であることを

確認した． 

走行試験では，実験条件毎に走行中の車内にて計測した

RSSI が-86dBm以上となる時間について着目し検証を実

施した．評価方法については下記図の通り，グラフの大き

い山の部分を中心的部分と考えることし，該当区間の計測

時間を検証した．(図 10参照) 

以下に実験結果を示す．(表 2参照) 

 

 

図 9 実験結果(平均 RSSI計測) 

  

 

 

図 10 走行試験評価方法 

 

表 2 実験結果(走行試験) 

 

 

 ダッシュボードに受信機を設置した場合には車線や走行

速度に関わらず，安定して受信可能となった．しかし受信機

を作業着のポケット内に入れて走行した場合は，走行車線

では安定して受信可能であったが，追越車線では他の実験

パターンと比較し，大幅に評価を落とす結果となった． 

 

〈4･2〉 回収可能なデータ量の検証 

〈4･2･1〉 実験方法  

テストコース内にセンサ端末をパターンごとに複数台設

置し，センサ端末内に 7日分，14日分，21日分のデータ

をそれぞれ格納する．(1時間に 1回計測すると仮定) 

 実験パターンごとに 5回ずつ走行し，データ回収を行

い，回収できたデータ量についての検証を実施した． 

 センサ端末の設置パターンは以下の通り． 

パターン A：センサ端末①，④ 

 モニタリング対象の道路附帯構造物が数十mから数百

mごとに設置されている場合を想定． 

パターン B：センサ端末①，③ 

 モニタリング対象の道路附帯構造物が車線を挟んで設置

されている場合を想定． 

パターン C：センサ端末①，② 

 同位置に複数のモニタリング対象である道路附帯構造物

が設置されている場合を想定． 

 

 

図 11 センサ端末の設置パターン 
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図 12 データ受信器取り付け位置 

 

 

図 13 センサ端末設置位置 

 

〈4･2･2〉 実験結果 

計測した結果を以下に示す． 

 

表 3 回収データ量結果  

速度[km/h] 格納 

データ量 

回収 

データ量 

パターン A 60 21日分 21日分 

80 21日分 20日分 

80 14日分 14日分 

80 7日分 7日分 

パターン B 60 21日分 21日分 

80 21日分 21日分 

パターン C 60 21日分 20日分 

80 21日分 19日分 

80 14日分 13日分 

80 7日分 7日分 

実運用において 7 日分のデータ量であれば，設置パター

ン，走行速度に関わらず全て取得できることを確認した． 

14日分，21日分のデータの場合には，センサ端末の設置

パターンによっては，全てのデータを回収できない場合が

存在した． 

5-3. 考察 

検証結果では，走行車線や，受信機の設置位置によって，

安定性が低下する結果となった．特に作業着ポケットのよ

うにセンサ端末と無線機の間に障害物が存在する場合には

大幅に受信機の性能が低下した． 

また人体は水分量が多く，無線の電波を通しにくい性質

があるため，作業着のポケットだけでなく，人体が遮らない

形で受信機を設置することが望ましい． 

 しかし通信距離に関しては，2種類の実験結果から 200m

の距離までは安定してデータを受信することが可能である

ことが分かった． 

回収可能なデータ量の検証では，速道路事業者等に適用

したと想定した場合，7日間のデータ量であれば設置パター

ン，走行パターンに関わらず問題なくデータ回収すること

が可能であると判明した．しかしパターン A，パターン Cで

は 14 日分，21 日分のデータを全て回収できない場合があ

った．これはセンサ端末①②④が設置されている車線側に

樹木が設置されており，無線電波の通信範囲に影響を与え

た為であると考えられる．センサ端末③の周りには障害物

がなく，電波の送信を阻害することが無い為，パターン Bで

は 21日分のデータを全て回収できたと考えられる．実フィ

ールドにおいても，本実験結果のように，センサ端末の設置

環境やセンサ端末間の距離，さらにデータ回収する際の交

通状況等によってすべてのデータを取得できない場合があ

るが，センサ端末間の距離の調整等により安定してデータ

を回収することが出来るようになると考える． 

6. まとめ 

本研究の結論として，道路附帯構造物のモニタリングと

して巡回型データ回収方式が実運用に適用可能であること

が実験により分かった． 

本研究はトンネル内のジェットファンを対象とし，実証

実験を実施したが，センサ端末は屋外でも利用可能であり，

情報板や照明柱等他の設備に対しても適用可能であると考

える． 

今後は，本研究の成果を，道路附帯構造物モニタリングシ

ステムに組み込んでいくことで，直接の目視・管理が難しい

道路附帯構造物に対してライフサイクルコストの低減や，

予防保全の実現を目指す． 
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