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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
作業車両の現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、
前記位置情報取得部が取得した前記位置情報と、道路の起点からの距離を示す距離標の
距離表示と前記距離標の地図上の位置とが対応づけられた情報である距離標情報とに基づ
いて、複数の前記距離標のうち前記位置情報が示す作業車両の現在位置の近傍の前記距離
標を選択する距離標選択部と、
前記距離標情報において前記距離標選択部が選択した前記距離標に対応づけられている
距離表示を取得する距離表示取得部と、
前記位置情報取得部が前記位置情報を取得した時期と、前記距離表示取得部が取得した
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前記距離表示とが対応づけられた情報である時系列情報を生成する時系列情報生成部と、
前記時系列情報生成部が生成した前記時系列情報が示す前記距離表示の時系列に従った
増減を判定する増減判定部と、
前記増減判定部の判定結果に基づいて、前記作業車両が通過した道路が上り車線である
か下り車線であるかを判定する車線判定部と、
前記位置情報と、前記車線判定部の判定結果とに基づいて、前記作業車両が通過した道
路が上り車線であるか下り車線であるかを示す画像情報を生成する画像情報生成部と、
前記作業車両が事業所から出動したことを示す出動情報と、前記作業車両が前記事業所
に帰着したことを示す帰着情報とを取得する出動情報取得部と、
融雪剤の残量を示す情報である融雪剤情報を取得する融雪剤情報取得部と、
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を備え、
前記出動情報、及び前記帰着情報は、前記作業車両の運転席の所定の箇所に備えられた
ボタンを操作することにより生成され、
前記位置情報取得部は、前記出動情報取得部から前記出動情報を取得すると前記位置情
報を取得し、前記出動情報取得部から前記帰着情報を取得すると前記位置情報を取得する
ことを停止し、
前記画像情報生成部は生成した前記画像情報を表示部に表示させ、
前記画像情報生成部は、前記融雪剤情報取得部が取得した前記融雪剤情報に基づいて、
前記融雪剤情報が示す融雪剤の残量を示す画像情報を生成する
作業状況表示制御装置。
【請求項２】
作業車両の現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、
前記位置情報取得部が取得した前記位置情報と、道路の起点からの距離を示す距離標の
距離表示と前記距離標の地図上の位置とが対応づけられた情報である距離標情報とに基づ
いて、複数の前記距離標のうち前記位置情報が示す作業車両の現在位置の近傍の前記距離
標を選択する距離標選択部と、
前記距離標情報において前記距離標選択部が選択した前記距離標に対応づけられている
距離表示を取得する距離表示取得部と、
前記位置情報取得部が前記位置情報を取得した時期と、前記距離表示取得部が取得した
前記距離表示とが対応づけられた情報である時系列情報を生成する時系列情報生成部と、
前記時系列情報生成部が生成した前記時系列情報が示す前記距離表示の時系列に従った
増減を判定する増減判定部と、
前記増減判定部の判定結果に基づいて、前記作業車両が通過した道路が上り車線である
か下り車線であるかを判定する車線判定部と、
前記位置情報と、前記車線判定部の判定結果とに基づいて、前記作業車両が通過した道
路が上り車線であるか下り車線であるかを示す画像情報を生成する画像情報生成部と、
前記作業車両が事業所から出動したことを示す出動情報と、前記作業車両が前記事業所
に帰着したことを示す帰着情報とを取得する出動情報取得部と、
を備え、
前記出動情報、及び前記帰着情報は、前記作業車両の運転席の所定の箇所に備えられた
ボタンを操作することにより生成され、
前記位置情報取得部は、前記出動情報取得部から前記出動情報を取得すると前記位置情
報を取得し、前記出動情報取得部から前記帰着情報を取得すると前記位置情報を取得する
ことを停止し、
前記画像情報生成部は生成した前記画像情報を表示部に表示させ、
前記時系列情報生成部は、前記位置情報取得部が新たに前記位置情報を取得した時期と
、前記距離表示取得部が新たに取得した前記距離表示と、既に生成されている前記時系列
情報に格納されている前記時期と前記距離表示とから前記作業車両の移動速度の概算値を
算出し、算出した前記概算値が所定の値より大きいと判定する場合、前記距離表示取得部
が新たに取得した前記距離表示を前記時系列情報に格納せずに破棄する
作業状況表示制御装置。
【請求項３】
前記画像情報生成部は、前記作業車両が通過した道路が上り車線である場合の表示態様
と、前記作業車両が通過した道路が下り車線である場合の表示態様とを互いに異なる態様
にして画像情報を生成する
請求項１または請求項２に記載の作業状況表示制御装置。
【請求項４】
前記作業車両が作業を開始したことを示す作業開始情報と前記作業車両が作業を終了し
たことを示す作業終了情報とを取得する作業情報取得部と、
をさらに備え、
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前記画像情報生成部は、前記作業情報取得部が取得した前記作業開始情報と、前記作業
終了情報と、前記位置情報取得部が取得した前記位置情報とに基づいて、作業済みの道路
の表示態様と作業済みでない道路の表示態様とを互いに異なる態様にして画像情報を生成
する
請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の作業状況表示制御装置。
【請求項５】
作業車両に備えられた携帯端末装置と前記作業車両の作業状況を表示する作業状況表示
制御装置とを備える作業状況表示制御システムであって、
前記携帯端末装置は、
前記作業車両の現在位置を示す位置情報を取得する作業車両位置情報取得部と、
前記作業車両位置情報取得部が取得した前記位置情報を前記作業状況表示制御装置に送
信する送信部と
を備え、
前記作業状況表示制御装置は、
前記位置情報を取得する位置情報取得部と、
前記位置情報取得部が取得した前記位置情報と、高速道路の起点からの距離を示す距離
標の距離表示と前記距離標の地図上の位置とが対応づけられた情報である距離標情報とに
基づいて、複数の前記距離標のうち前記位置情報が示す作業車両の現在位置の近傍の前記
距離標を選択する距離標選択部と、
前記距離標情報において前記距離標選択部が選択した前記距離標に対応づけられている
距離表示を取得する距離表示取得部と、
前記位置情報取得部が前記位置情報を取得した時期と、前記距離表示取得部が取得した
前記距離表示とが対応づけられた情報である時系列情報を生成する時系列情報生成部と、
前記時系列情報生成部が生成した前記時系列情報が示す前記距離表示の時系列に従った
増減を判定する増減判定部と、
前記増減判定部の判定結果に基づいて、前記作業車両が通過した道路が上り車線である
か下り車線であるかを判定する車線判定部と、
前記位置情報と、前記車線判定部の判定結果とに基づいて、前記作業車両が通過した道
路が上り車線であるか下り車線であるかを示す画像情報を生成する画像情報生成部と、
前記作業車両が事業所から出動したことを示す出動情報と、前記作業車両が前記事業所
に帰着したことを示す帰着情報とを取得する出動情報取得部と、
融雪剤の残量を示す情報である融雪剤情報を取得する融雪剤情報取得部と、を備え、
前記出動情報、及び前記帰着情報は、前記作業車両の運転席の所定の箇所に備えられた
ボタンを操作することにより生成され、
前記位置情報取得部は、前記出動情報取得部から前記出動情報を取得すると前記位置情
報を取得し、前記出動情報取得部から前記帰着情報を取得すると前記位置情報を取得する
ことを停止し、
前記画像情報生成部は生成した前記画像情報を表示部に表示させ、
前記画像情報生成部は、前記融雪剤情報取得部が取得した前記融雪剤情報に基づいて、
前記融雪剤情報が示す融雪剤の残量を示す画像情報を生成する
作業状況表示制御システム。
【請求項６】
作業車両に備えられた携帯端末装置と前記作業車両の作業状況を表示する作業状況表示
制御装置とを備える作業状況表示制御システムであって、
前記携帯端末装置は、
前記作業車両の現在位置を示す位置情報を取得する作業車両位置情報取得部と、
前記作業車両位置情報取得部が取得した前記位置情報を前記作業状況表示制御装置に送
信する送信部と
を備え、
前記作業状況表示制御装置は、
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前記位置情報を取得する位置情報取得部と、
前記位置情報取得部が取得した前記位置情報と、高速道路の起点からの距離を示す距離
標の距離表示と前記距離標の地図上の位置とが対応づけられた情報である距離標情報とに
基づいて、複数の前記距離標のうち前記位置情報が示す作業車両の現在位置の近傍の前記
距離標を選択する距離標選択部と、
前記距離標情報において前記距離標選択部が選択した前記距離標に対応づけられている
距離表示を取得する距離表示取得部と、
前記位置情報取得部が前記位置情報を取得した時期と、前記距離表示取得部が取得した
前記距離表示とが対応づけられた情報である時系列情報を生成する時系列情報生成部と、
前記時系列情報生成部が生成した前記時系列情報が示す前記距離表示の時系列に従った
増減を判定する増減判定部と、
前記増減判定部の判定結果に基づいて、前記作業車両が通過した道路が上り車線である
か下り車線であるかを判定する車線判定部と、
前記位置情報と、前記車線判定部の判定結果とに基づいて、前記作業車両が通過した道
路が上り車線であるか下り車線であるかを示す画像情報を生成する画像情報生成部と、
前記作業車両が事業所から出動したことを示す出動情報と、前記作業車両が前記事業所
に帰着したことを示す帰着情報とを取得する出動情報取得部と、を備え、
前記出動情報、及び前記帰着情報は、前記作業車両の運転席の所定の箇所に備えられた
ボタンを操作することにより生成され、
前記位置情報取得部は、前記出動情報取得部から前記出動情報を取得すると前記位置情
報を取得し、前記出動情報取得部から前記帰着情報を取得すると前記位置情報を取得する
ことを停止し、
前記画像情報生成部は生成した前記画像情報を表示部に表示させ、
前記時系列情報生成部は、前記位置情報取得部が新たに前記位置情報を取得した時期と
、前記距離表示取得部が新たに取得した前記距離表示と、既に生成されている前記時系列
情報に格納されている前記時期と前記距離表示とから前記作業車両の移動速度の概算値を
算出し、算出した前記概算値が所定の値より大きいと判定する場合、前記距離表示取得部
が新たに取得した前記距離表示を前記時系列情報に格納せずに破棄する
作業状況表示制御システム。
【請求項７】
コンピュータに、
作業車両の現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得ステップと、
前記位置情報取得ステップにおいて取得された前記位置情報と、道路の起点からの距離
を示す距離標の距離表示と前記距離標の地図上の位置とが対応づけられた情報である距離
標情報とに基づいて、複数の前記距離標のうち前記位置情報が示す作業車両の位置の近傍
の前記距離標を選択する距離標選択ステップと、
前記距離標情報において前記距離標選択ステップにおいて選択された前記距離標に対応
づけられている距離表示を取得する距離表示取得ステップと、
前記位置情報取得ステップにおいて前記位置情報が取得された時期と、前記距離表示取
得ステップにおいて取得された前記距離表示とが対応づけられた情報である時系列情報を
生成する時系列情報生成ステップと、
前記時系列情報生成ステップにおいて生成された前記時系列情報が示す前記距離表示の
時系列に従った増減を判定する増減判定ステップと、
前記増減判定ステップの判定結果に基づいて、前記作業車両が通過した道路が上り車線
であるか下り車線であるかを判定する車線判定ステップと、
前記位置情報と、前記車線判定ステップの判定結果とに基づいて、前記作業車両が通過
した道路が上り車線であるか下り車線であるかを示す画像情報を生成する画像情報生成ス
テップと、
前記作業車両が事業所から出動したことを示す出動情報と、前記作業車両が前記事業所
に帰着したことを示す帰着情報とを取得する出動情報取得ステップと、
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融雪剤の残量を示す情報である融雪剤情報を取得する融雪剤情報取得ステップと、
を実行させるためのプログラムであって、
前記出動情報、及び前記帰着情報は、前記作業車両の運転席の所定の箇所に備えられた
ボタンを操作することにより生成され、
前記位置情報取得ステップは、前記出動情報取得ステップから前記出動情報が取得され
ると前記位置情報を取得し、前記出動情報取得ステップから前記帰着情報が取得されると
前記位置情報を取得することを停止し、
前記画像情報生成ステップは生成した前記画像情報を表示部に表示させ、
前記画像情報生成ステップは、前記融雪剤情報取得ステップが取得した前記融雪剤情報
に基づいて、前記融雪剤情報が示す融雪剤の残量を示す画像情報を生成する
プログラム。
【請求項８】
コンピュータに、
作業車両の現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得ステップと、
前記位置情報取得ステップにおいて取得された前記位置情報と、道路の起点からの距離
を示す距離標の距離表示と前記距離標の地図上の位置とが対応づけられた情報である距離
標情報とに基づいて、複数の前記距離標のうち前記位置情報が示す作業車両の位置の近傍
の前記距離標を選択する距離標選択ステップと、
前記距離標情報において前記距離標選択ステップにおいて選択された前記距離標に対応
づけられている距離表示を取得する距離表示取得ステップと、
前記位置情報取得ステップにおいて前記位置情報が取得された時期と、前記距離表示取
得ステップにおいて取得された前記距離表示とが対応づけられた情報である時系列情報を
生成する時系列情報生成ステップと、
前記時系列情報生成ステップにおいて生成された前記時系列情報が示す前記距離表示の
時系列に従った増減を判定する増減判定ステップと、
前記増減判定ステップの判定結果に基づいて、前記作業車両が通過した道路が上り車線
であるか下り車線であるかを判定する車線判定ステップと、
前記位置情報と、前記車線判定ステップの判定結果とに基づいて、前記作業車両が通過
した道路が上り車線であるか下り車線であるかを示す画像情報を生成する画像情報生成ス
テップと、
前記作業車両が事業所から出動したことを示す出動情報と、前記作業車両が前記事業所
に帰着したことを示す帰着情報とを取得する出動情報取得ステップと、
を実行させるためのプログラムであって、
前記出動情報、及び前記帰着情報は、前記作業車両の運転席の所定の箇所に備えられた
ボタンを操作することにより生成され、
前記位置情報取得ステップは、前記出動情報取得ステップから前記出動情報が取得され
ると前記位置情報を取得し、前記出動情報取得ステップから前記帰着情報が取得されると
前記位置情報を取得することを停止し、
前記画像情報生成ステップは生成した前記画像情報を表示部に表示させ、
前記時系列情報生成ステップは、前記位置情報取得ステップが新たに前記位置情報を取
得した時期と、前記距離表示取得ステップが新たに取得した前記距離表示と、既に生成さ
れている前記時系列情報に格納されている前記時期と前記距離表示とから前記作業車両の
移動速度の概算値を算出し、算出した前記概算値が所定の値より大きいと判定する場合、
前記距離表示取得ステップが新たに取得した前記距離表示を前記時系列情報に格納せずに
破棄する
【発
プ明
ロの
グ詳
ラ細
ムな
。説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、作業状況表示制御装置、作業状況表示制御システム、及びプログラムに関す

10

20

30

40

(6)

JP 7007836 B2 2022.1.25

る。
【背景技術】
【０００２】
交通の安全を確保するために、道路のメンテナンスが必要である。例えば、冬になると
路面に凍結が発生するため、雪凍対策が必要となる。道路の雪凍対策において、塩水散布
や除雪などの作業が複数の作業車両を利用して行われる。作業車両は、管理センターから
の指示に基づいて事業所から出動する。管理センターは、作業済みの道路と、作業済みで
ない道路とを即時に把握することができれば、作業車両の配車効率が向上する。
【０００３】
即時の作業状況の管理を低コストで行うことのできる除雪作業管理システム及びこのシ
ステムにおいて用いられる除雪作業機械が知られている（特許文献１）。特許文献１に記
載の除雪作業管理システムでは、除雪作業機械から送られた除雪情報を管理する管理サー
バと、この管理サーバから送られた除雪情報を表示する表示部を有する管理端末とを有す
る。
除雪作業機械は、除雪作業機械の現在位置の情報と、除雪作業状態の情報とから除雪作
業情報を作成し、管理サーバに送信する。管理サーバは、除雪作業情報を逐次記憶し、記
憶された除雪作業情報から除雪作業進捗情報を作成し、管理端末に送信する。管理端末は
、管理サーバから送られた除雪情報を表示する表示部を有し、表示部には、道路地図及び
この道路地図上の除雪作業機械の回送中及び作業中の位置が表示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５−０３６４７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
高速道路などの道路においては、上り車線と、下り車線とが分離しているため、作業状
況を上り車線と、下り車線とにおいて分けて把握することが求められている。しかし、Ｇ
ＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）等による現在位置の情報
のみでは、上り車線と、下り車線との区別が判然としないとう問題があった。
【０００６】
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、作業車両が上り車線と下り車線のいず
れにおいて作業をしているのかを判別できる作業状況表示制御装置、作業状況表示制御シ
ステム、及びプログラムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（１）本発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、本発明の一態様は、
作業車両の現在位置を示す位置情報を取得する位置情報取得部と、前記位置情報取得部が
取得した前記位置情報と、道路の起点からの距離を示す距離標の距離表示と前記距離標の
地図上の位置とが対応づけられた情報である距離標情報とに基づいて、複数の前記距離標
のうち前記位置情報が示す作業車両の現在位置の近傍の前記距離標を選択する距離標選択
部と、前記距離標情報において前記距離標選択部が選択した前記距離標に対応づけられて
いる距離表示を取得する距離表示取得部と、前記位置情報取得部が前記位置情報を取得し
た時期と、前記距離表示取得部が取得した前記距離表示とが対応づけられた情報である時
系列情報を生成する時系列情報生成部と、前記時系列情報生成部が生成した前記時系列情
報が示す前記距離表示の時系列に従った増減を判定する増減判定部と、前記増減判定部の
判定結果に基づいて、前記作業車両が通過した道路が上り車線であるか下り車線であるか
を判定する車線判定部と、前記位置情報と、前記車線判定部の判定結果とに基づいて、前
記作業車両が通過した道路が上り車線であるか下り車線であるかを示す画像情報を生成す
る画像情報生成部と、前記作業車両が事業所から出動したことを示す出動情報と、前記作
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業車両が前記事業所に帰着したことを示す帰着情報とを取得する出動情報取得部と、融雪
剤の残量を示す情報である融雪剤情報を取得する融雪剤情報取得部と、を備え、前記出動
情報、及び前記帰着情報は、前記作業車両の運転席の所定の箇所に備えられたボタンを操
作することにより生成され、前記位置情報取得部は、前記出動情報取得部から前記出動情
報を取得すると前記位置情報を取得し、前記出動情報取得部から前記帰着情報を取得する
と前記位置情報を取得することを停止し、前記画像情報生成部は生成した前記画像情報を
表示部に表示させ、前記画像情報生成部は、前記融雪剤情報取得部が取得した前記融雪剤
情報に基づいて、前記融雪剤情報が示す融雪剤の残量を示す画像情報を生成する作業状況
表示制御装置である。
（２）また、本発明の一態様は、作業車両の現在位置を示す位置情報を取得する位置情
報取得部と、前記位置情報取得部が取得した前記位置情報と、道路の起点からの距離を示
す距離標の距離表示と前記距離標の地図上の位置とが対応づけられた情報である距離標情
報とに基づいて、複数の前記距離標のうち前記位置情報が示す作業車両の現在位置の近傍
の前記距離標を選択する距離標選択部と、前記距離標情報において前記距離標選択部が選
択した前記距離標に対応づけられている距離表示を取得する距離表示取得部と、前記位置
情報取得部が前記位置情報を取得した時期と、前記距離表示取得部が取得した前記距離表
示とが対応づけられた情報である時系列情報を生成する時系列情報生成部と、前記時系列
情報生成部が生成した前記時系列情報が示す前記距離表示の時系列に従った増減を判定す
る増減判定部と、前記増減判定部の判定結果に基づいて、前記作業車両が通過した道路が
上り車線であるか下り車線であるかを判定する車線判定部と、前記位置情報と、前記車線
判定部の判定結果とに基づいて、前記作業車両が通過した道路が上り車線であるか下り車
線であるかを示す画像情報を生成する画像情報生成部と、前記作業車両が事業所から出動
したことを示す出動情報と、前記作業車両が前記事業所に帰着したことを示す帰着情報と
を取得する出動情報取得部と、を備え、前記出動情報、及び前記帰着情報は、前記作業車
両の運転席の所定の箇所に備えられたボタンを操作することにより生成され、前記位置情
報取得部は、前記出動情報取得部から前記出動情報を取得すると前記位置情報を取得し、
前記出動情報取得部から前記帰着情報を取得すると前記位置情報を取得することを停止し
、前記画像情報生成部は生成した前記画像情報を表示部に表示させ、前記時系列情報生成
部は、前記位置情報取得部が新たに前記位置情報を取得した時期と、前記距離表示取得部
が新たに取得した前記距離表示と、既に生成されている前記時系列情報に格納されている
前記時期と前記距離表示とから前記作業車両の移動速度の概算値を算出し、算出した前記
概算値が所定の値より大きいと判定する場合、前記距離表示取得部が新たに取得した前記
距離表示を前記時系列情報に格納せずに破棄する作業状況表示制御装置である。
【０００９】
（３）また、本発明の一態様は、上記の作業状況表示制御装置において、前記画像情報
生成部は、前記作業車両が通過した道路が上り車線である場合の表示態様と、前記作業車
両が通過した道路が下り車線である場合の表示態様とを互いに異なる態様にして画像情報
を生成する。
【００１０】
（４）また、本発明の一態様は、上記の作業状況表示制御装置において、前記作業車両
が作業を開始したことを示す作業開始情報と前記作業車両が作業を終了したことを示す作
業終了情報とを取得する作業情報取得部と、をさらに備え、前記画像情報生成部は、前記
作業情報取得部が取得した前記作業開始情報と、前記作業終了情報と、前記位置情報取得
部が取得した前記位置情報とに基づいて、作業済みの道路の表示態様と作業済みでない道
路の表示態様とを互いに異なる態様にして画像情報を生成する。
【００１１】
（５）また、本発明の一態様は、作業車両に備えられた携帯端末装置と前記作業車両の
作業状況を表示する作業状況表示制御装置とを備える作業状況表示制御システムであって
、前記携帯端末装置は、前記作業車両の現在位置を示す位置情報を取得する作業車両位置
情報取得部と、前記作業車両位置情報取得部が取得した前記位置情報を前記作業状況表示
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制御装置に送信する送信部とを備え、前記作業状況表示制御装置は、前記位置情報を取得
する位置情報取得部と、前記位置情報取得部が取得した前記位置情報と、高速道路の起点
からの距離を示す距離標の距離表示と前記距離標の地図上の位置とが対応づけられた情報
である距離標情報とに基づいて、複数の前記距離標のうち前記位置情報が示す作業車両の
現在位置の近傍の前記距離標を選択する距離標選択部と、前記距離標情報において前記距
離標選択部が選択した前記距離標に対応づけられている距離表示を取得する距離表示取得
部と、前記位置情報取得部が前記位置情報を取得した時期と、前記距離表示取得部が取得
した前記距離表示とが対応づけられた情報である時系列情報を生成する時系列情報生成部
と、前記時系列情報生成部が生成した前記時系列情報が示す前記距離表示の時系列に従っ
た増減を判定する増減判定部と、前記増減判定部の判定結果に基づいて、前記作業車両が
通過した道路が上り車線であるか下り車線であるかを判定する車線判定部と、前記位置情
報と、前記車線判定部の判定結果とに基づいて、前記作業車両が通過した道路が上り車線
であるか下り車線であるかを示す画像情報を生成する画像情報生成部と、前記作業車両が
事業所から出動したことを示す出動情報と、前記作業車両が前記事業所に帰着したことを
示す帰着情報とを取得する出動情報取得部と、融雪剤の残量を示す情報である融雪剤情報
を取得する融雪剤情報取得部と、を備え、前記出動情報、及び前記帰着情報は、前記作業
車両の運転席の所定の箇所に備えられたボタンを操作することにより生成され、前記位置
情報取得部は、前記出動情報取得部から前記出動情報を取得すると前記位置情報を取得し
、前記出動情報取得部から前記帰着情報を取得すると前記位置情報を取得することを停止
し、前記画像情報生成部は生成した前記画像情報を表示部に表示させ、前記画像情報生成
部は、前記融雪剤情報取得部が取得した前記融雪剤情報に基づいて、前記融雪剤情報が示
す融雪剤の残量を示す画像情報を生成する作業状況表示制御システムである。
（６）また、本発明の一態様は、作業車両に備えられた携帯端末装置と前記作業車両の
作業状況を表示する作業状況表示制御装置とを備える作業状況表示制御システムであって
、前記携帯端末装置は、前記作業車両の現在位置を示す位置情報を取得する作業車両位置
情報取得部と、前記作業車両位置情報取得部が取得した前記位置情報を前記作業状況表示
制御装置に送信する送信部とを備え、前記作業状況表示制御装置は、前記位置情報を取得
する位置情報取得部と、前記位置情報取得部が取得した前記位置情報と、高速道路の起点
からの距離を示す距離標の距離表示と前記距離標の地図上の位置とが対応づけられた情報
である距離標情報とに基づいて、複数の前記距離標のうち前記位置情報が示す作業車両の
現在位置の近傍の前記距離標を選択する距離標選択部と、前記距離標情報において前記距
離標選択部が選択した前記距離標に対応づけられている距離表示を取得する距離表示取得
部と、前記位置情報取得部が前記位置情報を取得した時期と、前記距離表示取得部が取得
した前記距離表示とが対応づけられた情報である時系列情報を生成する時系列情報生成部
と、前記時系列情報生成部が生成した前記時系列情報が示す前記距離表示の時系列に従っ
た増減を判定する増減判定部と、前記増減判定部の判定結果に基づいて、前記作業車両が
通過した道路が上り車線であるか下り車線であるかを判定する車線判定部と、前記位置情
報と、前記車線判定部の判定結果とに基づいて、前記作業車両が通過した道路が上り車線
であるか下り車線であるかを示す画像情報を生成する画像情報生成部と、前記作業車両が
事業所から出動したことを示す出動情報と、前記作業車両が前記事業所に帰着したことを
示す帰着情報とを取得する出動情報取得部と、を備え、前記出動情報、及び前記帰着情報
は、前記作業車両の運転席の所定の箇所に備えられたボタンを操作することにより生成さ
れ、前記位置情報取得部は、前記出動情報取得部から前記出動情報を取得すると前記位置
情報を取得し、前記出動情報取得部から前記帰着情報を取得すると前記位置情報を取得す
ることを停止し、前記画像情報生成部は生成した前記画像情報を表示部に表示させ、前記
時系列情報生成部は、前記位置情報取得部が新たに前記位置情報を取得した時期と、前記
距離表示取得部が新たに取得した前記距離表示と、既に生成されている前記時系列情報に
格納されている前記時期と前記距離表示とから前記作業車両の移動速度の概算値を算出し
、算出した前記概算値が所定の値より大きいと判定する場合、前記距離表示取得部が新た
に取得した前記距離表示を前記時系列情報に格納せずに破棄する作業状況表示制御システ
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ムである。
【００１２】
（７）また、本発明の一態様は、コンピュータに、作業車両の現在位置を示す位置情報
を取得する位置情報取得ステップと、前記位置情報取得ステップにおいて取得された前記
位置情報と、道路の起点からの距離を示す距離標の距離表示と前記距離標の地図上の位置
とが対応づけられた情報である距離標情報とに基づいて、複数の前記距離標のうち前記位
置情報が示す作業車両の位置の近傍の前記距離標を選択する距離標選択ステップと、前記
距離標情報において前記距離標選択ステップにおいて選択された前記距離標に対応づけら
れている距離表示を取得する距離表示取得ステップと、前記位置情報取得ステップにおい
て前記位置情報が取得された時期と、前記距離表示取得ステップにおいて取得された前記
距離表示とが対応づけられた情報である時系列情報を生成する時系列情報生成ステップと
、前記時系列情報生成ステップにおいて生成された前記時系列情報が示す前記距離表示の
時系列に従った増減を判定する増減判定ステップと、前記増減判定ステップの判定結果に
基づいて、前記作業車両が通過した道路が上り車線であるか下り車線であるかを判定する
車線判定ステップと、前記位置情報と、前記車線判定ステップの判定結果とに基づいて、
前記作業車両が通過した道路が上り車線であるか下り車線であるかを示す画像情報を生成
する画像情報生成ステップと、前記作業車両が事業所から出動したことを示す出動情報と
、前記作業車両が前記事業所に帰着したことを示す帰着情報とを取得する出動情報取得ス
テップと、融雪剤の残量を示す情報である融雪剤情報を取得する融雪剤情報取得ステップ
と、を実行させるためのプログラムであって、前記出動情報、及び前記帰着情報は、前記
作業車両の運転席の所定の箇所に備えられたボタンを操作することにより生成され、前記
位置情報取得ステップは、前記出動情報取得ステップから前記出動情報が取得されると前
記位置情報を取得し、前記出動情報取得ステップから前記帰着情報が取得されると前記位
置情報を取得することを停止し、前記画像情報生成ステップは生成した前記画像情報を表
示部に表示させ、前記画像情報生成ステップは、前記融雪剤情報取得ステップが取得した
前記融雪剤情報に基づいて、前記融雪剤情報が示す融雪剤の残量を示す画像情報を生成す
るプログラムである。
（８）また、本発明の一態様は、コンピュータに、作業車両の現在位置を示す位置情報
を取得する位置情報取得ステップと、前記位置情報取得ステップにおいて取得された前記
位置情報と、道路の起点からの距離を示す距離標の距離表示と前記距離標の地図上の位置
とが対応づけられた情報である距離標情報とに基づいて、複数の前記距離標のうち前記位
置情報が示す作業車両の位置の近傍の前記距離標を選択する距離標選択ステップと、前記
距離標情報において前記距離標選択ステップにおいて選択された前記距離標に対応づけら
れている距離表示を取得する距離表示取得ステップと、前記位置情報取得ステップにおい
て前記位置情報が取得された時期と、前記距離表示取得ステップにおいて取得された前記
距離表示とが対応づけられた情報である時系列情報を生成する時系列情報生成ステップと
、前記時系列情報生成ステップにおいて生成された前記時系列情報が示す前記距離表示の
時系列に従った増減を判定する増減判定ステップと、前記増減判定ステップの判定結果に
基づいて、前記作業車両が通過した道路が上り車線であるか下り車線であるかを判定する
車線判定ステップと、前記位置情報と、前記車線判定ステップの判定結果とに基づいて、
前記作業車両が通過した道路が上り車線であるか下り車線であるかを示す画像情報を生成
する画像情報生成ステップと、前記作業車両が事業所から出動したことを示す出動情報と
、前記作業車両が前記事業所に帰着したことを示す帰着情報とを取得する出動情報取得ス
テップと、を実行させるためのプログラムであって、前記出動情報、及び前記帰着情報は
、前記作業車両の運転席の所定の箇所に備えられたボタンを操作することにより生成され
、前記位置情報取得ステップは、前記出動情報取得ステップから前記出動情報が取得され
ると前記位置情報を取得し、前記出動情報取得ステップから前記帰着情報が取得されると
前記位置情報を取得することを停止し、前記画像情報生成ステップは生成した前記画像情
報を表示部に表示させ、前記時系列情報生成ステップは、前記位置情報取得ステップが新
たに前記位置情報を取得した時期と、前記距離表示取得ステップが新たに取得した前記距
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離表示と、既に生成されている前記時系列情報に格納されている前記時期と前記距離表示
とから前記作業車両の移動速度の概算値を算出し、算出した前記概算値が所定の値より大
きいと判定する場合、前記距離表示取得ステップが新たに取得した前記距離表示を前記時
系列情報に格納せずに破棄するプログラムである。
【発明の効果】
【００１３】
本発明によれば、作業車両が上り車線と下り車線のいずれにおいて作業をしているのか
を判別できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る作業状況表示制御システムの概略を示す図である
。
【図２】本実施形態に係る端末装置の表示画面の一例を示す図である。
【図３】本実施形態に係る作業状況表示制御システムの構成の一例を示す概略ブロック図
である。
【図４】本実施形態に係る距離標情報の一例を示す図である。
【図５】本実施形態に係る作業状況表示制御装置の処理の一例を示すフローチャートであ
る。
【図６】本実施形態に係る時系列情報の一例を示す図である。
【図７】本実施形態に係る作業状況表示画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
（第１の実施形態）
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。図１は、本実施
形態に係る作業状況表示制御システムＳＴ１の概略を示す図である。
作業状況表示制御システムＳＴ１では、作業車両Ｖに搭乗している作業者に携帯される
端末装置２と、管理センターＡ１とを備える。ただし、作業車両Ｖ１と、作業車両Ｖ２と
を総称して作業車両Ｖと記載する。端末装置２−１と、端末装置２−２とを総称して端末
装置２と記載する。
【００１６】
作業車両Ｖ１は、上り車線Ｒ１において、例えば塩水散布や除雪などの作業をする。端
末装置２−１は、作業車両Ｖ１の現在位置の情報を管理センターＡ１の作業状況表示制御
装置１に送信する。作業車両Ｖ２は、下り車線Ｒ２において、例えば塩水散布や除雪など
の作業をする。端末装置２−２は、作業車両Ｖ２の現在位置の情報を管理センターＡ１の
作業状況表示制御装置１に送信する。
管理センターＡ１に備えられた作業状況表示制御装置１は、端末装置２−１から作業開
始の通知を受け取る。作業状況表示制御装置１は、作業開始の通知を受け取ると、地図画
面上に作業車両Ｖ１の位置の軌跡を表示し、道路毎に作業状況を表示する。作業状況表示
制御装置１は、端末装置２−２から作業開始の通知を受け取る。作業状況表示制御装置１
は、作業開始の通知を受け取ると、地図画面上に作業車両Ｖ２の位置の軌跡を表示し、道
路毎に作業状況を表示する。
管理センターＡ１に備えられたディスプレイＤ１に表示される地図画面により、管理者
は作業車両Ｖの作業状況を即時に把握することができる。
【００１７】
作業車両Ｖの現在位置の情報を取得するのみでは、作業車両Ｖが上り車線において作業
をしているのか、下り車線において作業をしているのか、管理者は判別ができない。そこ
で、作業状況表示制御装置１は、高速道路に設置されている距離標ＫＰ１〜距離標ＫＰ６
の表示を利用し、上り車線と下り車線とを判別して、作業車両Ｖの作業状況を表示する。
【００１８】
図２は、本実施形態に係る端末装置２の表示画面Ｄ２の一例を示す図である。
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端末装置２は、例えば、スマートフォンやタブレット端末等の携帯端末装置である。端
末装置２の表示画面Ｄ２には、地図情報とともに、事業所からの出動を管理センターＡ１
に通知するためのボタンＢ１が表示されている。作業車両Ｖの作業者は、事業所から出動
する際に、ボタンＢ１を操作する。
表示画面Ｄ２には、ボタンＢ１の他に、事業所への帰着を管理センターＡ１に通知する
ときに操作されるボタン、作業を開始したことを管理センターＡ１に通知するときに操作
されるボタン、及び作業を終了したことを管理センターＡ１に通知するときに操作される
ボタンが表示される。
【００１９】
図３は、本実施形態に係る作業状況表示制御システムＳＴ１の構成の一例を示す概略ブ
ロック図である。
作業状況表示制御システムＳＴ１は、作業状況表示制御装置１と、端末装置２−ｉ（ｉ
＝１、２、・・・、ｎ：ｎは作業車両Ｖの合計台数）と、距離標情報サーバＳＢ１と、地
図情報サーバＳＢ２と、路面温度情報サーバＳＢ３と、天候情報サーバＳＢ４と、排雪場
情報サーバＳＢ５とを備える。ただし、以下の説明では、端末装置２−ｉ（ｉ＝１、２、
・・・、ｎ：ｎは作業車両Ｖの合計台数）を総称して端末装置２と記載する。
【００２０】
作業状況表示制御装置１は、第１取得部１０と、判定部１１と、第２取得部１２と、画
像情報生成部１３と、配信部１４と、通信部１５とを備える。作業状況表示制御装置１は
、管理センターＡ１に設置される。
【００２１】
第１取得部１０は、位置情報取得部１００と、出動情報取得部１０１と、作業情報取得
部１０２とを備える。
位置情報取得部１００は、作業車両Ｖの現在位置を示す位置情報を取得する。
出動情報取得部１０１は、作業車両Ｖが事業所から出動したことを示す出動情報と、作
業車両Ｖが事業所に帰着したことを示す帰着情報とを取得する。
作業情報取得部１０２は、作業車両Ｖが作業を開始したことを示す作業開始情報と作業
車両Ｖが作業を終了したことを示す作業終了情報とを取得する。
【００２２】
判定部１１は、距離標選択部１１０と、距離表示取得部１１１と、時系列情報生成部１
１２と、増減判定部１１３とを備える。
【００２３】
距離標選択部１１０は、端末装置２の現在位置を示す位置情報と、距離標情報とに基づ
いて、複数の距離標ＫＰ１〜距離標ＫＰ６のうち位置情報が示す作業車両Ｖの現在位置の
近傍の距離標を選択する。ここで、距離標選択部１１０は、位置情報取得部１００が取得
した位置情報を、位置情報取得部１００から取得する。また、距離標情報とは、道路の起
点からの距離を示す距離標の距離表示と前記距離標の地図上の位置とが対応づけられた情
報である。
【００２４】
距離表示取得部１１１は、距離標情報において距離標選択部１１０が選択した距離標に
対応づけられている距離表示を取得する。
時系列情報生成部１１２は、時系列情報を生成する。ここで、時系列情報とは、位置情
報取得部１００が位置情報を取得した時期と、距離表示取得部１１１が取得した距離表示
とが対応づけられた情報である。
増減判定部１１３は、時系列情報生成部１１２が生成した時系列情報が示す距離表示の
時系列に従った増減を判定する。
【００２５】
第２取得部１２は、融雪剤情報取得部１２０と、パトロールカー位置情報取得部１２１
と、距離標情報取得部１２２と、地図情報取得部１２３と、路面温度情報取得部１２４と
、天候情報取得部１２５と、排雪場情報取得部１２６と、パトロール情報取得部１２７と
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を備える。
【００２６】
融雪剤情報取得部１２０は、端末装置２のうちプラント班車両に搭乗する作業者に携帯
される端末装置から、融雪剤情報を取得する。ここで、融雪剤情報とは、プラント班によ
り融雪剤の残量が確認された時刻におけるプラントの融雪剤の残量を示す情報である。融
雪剤情報取得部１２０は、端末装置２のうちプラント班車両に搭乗する作業者に携帯され
る端末装置から、プラント班車両の現在位置を示す位置情報を取得する。
パトロールカー位置情報取得部１２１は、端末装置２のうちパトロールカーに搭乗する
作業者に携帯される端末装置から、パトロールカーの現在位置を示す位置情報を取得する
。
【００２７】
距離標情報取得部１２２は、距離標情報サーバＳＢ１から距離標情報を取得する。
地図情報取得部１２３は、地図情報サーバＳＢ２から地図情報を取得する。地図情報と
は、作業車両Ｖの現在位置や、作業車両Ｖの位置の軌跡を表示するための地図を示す情報
である。
【００２８】
路面温度情報取得部１２４は、路面温度情報サーバＳＢ３から路面温度情報を取得する
。ここで路面温度情報は、道路の路面の温度を示す情報である。
天候情報取得部１２５は、天候情報サーバＳＢ４から天候情報を取得する。天候情報と
は、作業車両Ｖが作業をする日における、地図情報が示す地図上のエリア毎の天候の予報
を示す情報である。天候の予報とは、例えば３時間毎の予報である。なお、天候情報は、
現在の天候の情報を示す情報であってもよく、気温を示す情報等を含んでもよい。
【００２９】
排雪場情報取得部１２６は、排雪場情報サーバＳＢ５から排雪場情報を取得する。排雪
場情報とは、除雪車両が除雪した雪を排雪車両が捨てるための場所である排雪場の位置を
示す情報である。
パトロール情報取得部１２７は、パトロール情報を、端末装置２のうちパトロールカー
に搭乗する作業者に携帯される端末装置から取得する。パトロール情報とは、道路の状況
について報告すべき場所を示す情報である。
【００３０】
画像情報生成部１３は、作業車両Ｖが通過した道路が上り車線であるか下り車線である
かを示す画像情報Ｐ１を生成する。画像情報生成部１３は、画像情報Ｐ１において、作業
車両Ｖが通過した道路が上り車線である場合の表示態様と、作業車両Ｖが通過した道路が
下り車線である場合の表示態様とを互いに異なる態様にして表示する。
画像情報生成部１３は、作業済みの道路の表示態様と作業済みでない道路の表示態様と
を互いに異なる態様にして表示する。ここで、画像情報生成部１３は、作業情報取得部１
０２が取得した作業開始情報と、作業終了情報と、位置情報取得部１００が取得した位置
情報とに基づいて表示する。
画像情報生成部１３は、位置情報と、増減判定部１１３の判定結果とに基づいて、画像
情報Ｐ１を生成する。
【００３１】
配信部１４は、画像情報生成部１３が生成した画像情報Ｐ１を、通信部１５を介して、
端末装置２に送信する。配信部１４は、ディスプレイＤ１に画像情報Ｐ１を表示する。
通信部１５は、無線ネットワークＮＷを介して、各種の情報の送信及び受信を行う。通
信部１５は、無線ネットワークＮＷを介して通信を行うためのハードウェアである。
【００３２】
端末装置２−１は、制御部２０と、ＧＰＳモジュール２１と、端末通信部２２とを備え
る。端末装置２−ｉ（ｉ＝２、３、・・・、ｎ：ｎは作業車両Ｖの合計台数）は、端末装
置２−１の機能と同様である。端末装置２は、作業車両Ｖに搭乗する作業者により携帯さ
れる。
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【００３３】
ＧＰＳモジュール２１は、アンテナ（不図示）を介して端末装置２−１の現在位置の情
報を取得する。ＧＰＳモジュール２１は、作業車両位置情報取得部２００からの要求に応
じて、作業車両Ｖの現在位置の情報を作業車両位置情報取得部２００に出力する。
【００３４】
制御部２０は、作業車両位置情報取得部２００と、出動情報生成部２０１と、作業情報
生成部２０２と、融雪剤情報生成部２０３と、パトロール情報生成部２０４とを備える。
作業車両位置情報取得部２００は、端末装置２の現在位置の情報を、作業車両Ｖの現在
位置を示す位置情報としてＧＰＳモジュール２１から取得する。
出動情報生成部２０１は、作業車両Ｖの作業者による端末装置２−１の操作に基づいて
、出動帰着情報を生成する。出動帰着情報とは、作業車両Ｖの事業所からの出勤、または
帰着を示す情報である。
作業情報生成部２０２は、作業車両Ｖの作業者による端末装置２−１の操作に基づいて
、作業情報を生成する。作業情報とは、作業車両Ｖの作業の開始、または終了を示す情報
である。
【００３５】
融雪剤情報生成部２０３は、プラント班車両の作業者による端末装置２−１の操作を介
して入力されるプラントの融雪剤の残量に基づいて、融雪剤情報を生成する。
パトロール情報生成部２０４は、パトロールカーの作業者による端末装置２−１の操作
を介して入力される道路の状況について報告すべき場所に基づいて、パトロール情報を生
成する。
【００３６】
端末通信部２２は、無線ネットワークＮＷを介して、作業状況表示制御装置１との間に
おいて各種の情報の送信及び受信を行う。各種の情報とは、例えば、作業車両Ｖの現在位
置を示す位置情報、出動帰着情報、作業情報、融雪剤情報、パトロール情報、及び作業状
況表示制御装置１により生成される画像情報Ｐ１である。端末通信部２２は、作業車両位
置情報取得部２００が取得した、作業車両Ｖの現在位置を示す位置情報を作業状況表示制
御装置１に送信する。端末通信部２２は、融雪剤情報生成部２０３が生成した融雪剤情報
を、作業状況表示制御装置１に送信する。端末通信部２２は、パトロール情報生成部２０
４が生成したパトロール情報を、作業状況表示制御装置１に送信する。
【００３７】
距離標情報サーバＳＢ１は、無線ネットワークＮＷを介して、距離標情報を作業状況表
示制御装置１に送信する。ここで、図４を参照して距離標情報の具体例について説明する
。
【００３８】
図４は、本実施形態に係る距離標情報の一例を示す図である。図示するように距離標情
報は、距離標番号、距離表示、及び座標の各項目の列を有している。距離標情報は、距離
標番号毎に距離表示、及び座標が格納される行と列からなる２次元の表形式のデータであ
る。
距離標番号は、各距離標を識別するための番号である。距離表示は、距離標に表示され
る高速道路の起点からの距離を示す表示である。各距離標は、例えば１００メートル間隔
毎に高速道路に設置されている。座標は、距離標の位置を示す座標である。座標は、例え
ば経度と緯度を用いて表される。
【００３９】
図３に戻って、作業状況表示制御システムＳＴ１の構成の説明を続ける。
地図情報サーバＳＢ２は、無線ネットワークＮＷを介して、地図情報を作業状況表示制
御装置１に送信する。
路面温度情報サーバＳＢ３は、無線ネットワークＮＷを介して、路面温度情報を作業状
況表示制御装置１に送信する。
天候情報サーバＳＢ４は、無線ネットワークＮＷを介して、天候情報を作業状況表示制
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御装置１に送信する。
排雪場情報サーバＳＢ５は、無線ネットワークＮＷを介して、排雪場情報を作業状況表
示制御装置１に送信する。
なお、作業状況表示制御装置１は、距離標情報、路面温度情報、及び排雪場情報の一部
を、外部サーバ（距離標情報サーバＳＢ１、路面温度情報サーバＳＢ３、及び排雪場情報
サーバＳＢ５）から受信する代わりに、自装置に備えられたデータベース（不図示）に記
憶させてもよい。その場合、距離標情報取得部１２２、路面温度情報取得部１２４、及び
排雪場情報取得部１２６は、作業状況表示制御装置１に備えられたデータベースから、各
々距離標情報、路面温度情報、及び排雪場情報を取得する。
【００４０】
図５は、本実施形態に係る作業状況表示制御装置１の処理の一例を示すフローチャート
である。本フローチャートで示す処理は、作業状況表示制御装置１が稼働を開始した場合
に実行される。
【００４１】
（ステップＳ１００）位置情報取得部１００は、通信部１５を介して、端末装置２から作
業車両Ｖの位置情報を取得する。位置情報取得部１００は、取得した位置情報を距離標選
択部１１０に出力する。
位置情報取得部１００は、位置情報を取得した時刻を示す情報を、不図示のタイマーか
ら取得する。位置情報取得部１００は、距離標情報取得部１２２からの要求に応じて、取
得した時刻を示す情報を、時系列情報生成部１１２に出力する。
【００４２】
（ステップＳ１０１）出動情報取得部１０１は、端末装置２から出動情報、または帰着情
報を取得し、位置情報取得部１００に出力する。作業状況表示制御装置１は、作業車両Ｖ
が事業所から出動し帰着するまでの間、作業車両Ｖの軌跡を地図上に表示するため、作業
車両Ｖが事業所から出動し帰着するまでの間のみ、作業車両Ｖの現在位置情報を取得する
。位置情報取得部１００は、出動情報取得部１０１から出動情報を取得すると、端末装置
２から、作業車両Ｖの現在位置情報を、所定の周期毎に取得する。ここで、所定の周期と
は、例えば５秒である。
位置情報取得部１００は、出動情報取得部１０１から帰着情報を取得すると、端末装置
２から、作業車両Ｖの現在位置情報を取得することを停止する。
【００４３】
距離標選択部１１０は、位置情報取得部１００から位置情報を取得する。距離標選択部
１１０は、距離標情報取得部１２２から距離標情報を取得する。距離標選択部１１０は、
取得した距離標情報に基づいて、取得した位置情報が示す作業車両Ｖの現在位置の近傍の
距離標を選択する。
ここで、距離標選択部１１０は、例えば、取得した位置情報が示す作業車両Ｖの現在位
置と、距離標情報が示す座標に対応する位置との距離を、距離標情報が示す距離標番号毎
に算出する。距離標選択部１１０は、算出した距離の中から最小の距離を判定する。距離
標選択部１１０は、判定した最小の距離を算出するのに用いた座標に対応する距離標番号
を選択する。
ただし、距離標選択部１１０は、判定した最小の距離が、所定の値よりも大きい場合、
距離標を選択しない。ここで所定の値とは、例えば１０メートルである。この場合、距離
標選択部１１０は処理を中止し、位置情報取得部１００はステップ１００の処理を繰り返
す。
距離標選択部１１０は、選択した距離標番号を距離表示取得部１１１に出力する。
【００４４】
（ステップＳ１０２）距離表示取得部１１１は、距離標選択部１１０から距離標番号を取
得する。距離表示取得部１１１は、距離標情報取得部１２２から距離標情報を取得する。
距離表示取得部１１１は、取得した距離標情報が示す距離表示の中から、取得した距離標
番号に対応する距離表示を取得し、時系列情報生成部１１２に出力する。
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【００４５】
（ステップＳ１０３）時系列情報生成部１１２は、距離表示取得部１１１から距離表示を
取得する。時系列情報生成部１１２は、位置情報取得部１００から、位置情報取得部１０
０が作業車両Ｖの位置情報を取得した時刻を取得する。時系列情報生成部１１２は、取得
した時刻と、取得した距離表示とを対応づけ、時系列情報を生成する。時系列情報生成部
１１２は、生成した時系列情報を増減判定部１１３に出力する。
ここで、図６を参照して時系列情報について説明する。
【００４６】
図６は、本実施形態に係る時系列情報の一例を示す図である。図示するように時系列状
情報は、時刻及び距離表示の各行を有している。時系列情報は、作業状況表示制御装置１
が作業車両Ｖの位置情報を取得した時刻毎に、距離標の距離表示が格納される行と列から
なる２次元の表形式のデータである。
時系列情報生成部１１２は、ステップＳ１０３の処理を実行する度毎に、時系列情報に
新たな列を追加する。ただし、時系列情報生成部１１２は、時系列情報の最新の時刻に対
応する列の距離表示に、取得した距離表示と同じ値が格納されている場合、時系列情報に
新たな列を追加しない。
なお、作業車両Ｖの作業時の速度は、例えば毎時２０キロメートル以下である。
図５に戻って、作業状況表示制御装置１の処理の一例について説明を続ける。
【００４７】
（ステップＳ１０４）増減判定部１１３は、時系列情報生成部１１２から時系列情報を取
得する。増減判定部１１３は、取得した時系列情報の列の中から、時刻の新しいものから
順に所定の数だけ、時刻と距離表示との組を抽出する。ここで所定の数とは、例えば２個
である。増減判定部１１３は、抽出した時刻と距離表示との組に基づいて、距離表示の時
系列に従った増減を判定する。
増減判定部１１３は、判定した結果を画像情報生成部１３に出力する。
【００４８】
（ステップＳ１０５）画像情報生成部１３は、増減判定部１１３から、距離表示の時系列
に従った増減の判定結果を取得する。画像情報生成部１３は、取得した判定結果に基づい
て、作業車両Ｖが上り車線を移動しているか、下り車線を移動しているかを判定する。
画像情報生成部１３は、取得した判定結果が、距離表示が時系列に従って減少している
ことを示している場合、作業車両Ｖが上り車線を移動していると判定する。一方、画像情
報生成部１３は、取得した判定結果が、距離表示が時系列に従って増加していることを示
している場合、作業車両Ｖが下り車線を移動していると判定する。
【００４９】
（ステップＳ１０６）画像情報生成部１３は、作業車両Ｖが上り車線を移動しているか、
下り車線を移動しているかについての判定結果を、自装置または外部サーバに備えられた
データベース（不図示）に登録する。
【００５０】
（ステップＳ１０７）画像情報生成部１３は、地図情報取得部１２３から地図情報を取得
する。画像情報生成部１３は、位置情報取得部１００から作業車両Ｖの現在位置を示す情
報を取得する。画像情報生成部１３は、作業情報取得部１０２から、作業開始情報と、作
業終了情報とのいずれかを取得する。
画像情報生成部１３は、作業開始情報を取得した場合、作業車両Ｖの軌跡を、取得した
地図情報が示す地図上に、例えば実線を用いて描く。画像情報生成部１３は、作業終了情
報を取得した場合、作業車両Ｖの軌跡を、取得した地図情報が示す地図上に、例えば点線
を用いて描く。
画像情報生成部１３は、作業車両Ｖの軌跡を、取得した地図情報が示す地図上に描く。
ここで、画像情報生成部１３は、自装置または外部サーバに備えられたデータベースに登
録された判定結果に基づいて、判定結果が作業車両Ｖが上り車線を移動していると判定し
た場合と、作業車両Ｖが下り車線を移動していることを示す場合とにおいて、異なる色を
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用いて作業車両Ｖの軌跡を描く。
【００５１】
画像情報生成部１３は、融雪剤情報取得部１２０から融雪剤情報を取得する。画像情報
生成部１３は、パトロールカー位置情報取得部１２１からパトロールカーの現在位置を示
す情報を取得する。画像情報生成部１３は、路面温度情報取得部１２４から路面温度情報
を取得する。画像情報生成部１３は、天候情報取得部１２５から天候情報を取得する。画
像情報生成部１３は、排雪場情報取得部１２６から排雪場情報を取得する。画像情報生成
部１３は、パトロール情報取得部１２７からパトロール情報を取得する。
画像情報生成部１３は、作業車両Ｖの現在位置と、融雪剤情報が示す融雪剤の残量と、
パトロールカーの現在位置と、路面温度情報が示す路面温度と、天候情報と、排雪場情報
が示す排雪場の位置と、パトロール情報が示す道路上の位置とを、取得した地図情報が示
す地図上に描く。
画像情報生成部１３は、上述の各種の情報を描いた地図により、画像情報Ｐ１を生成す
る。
ここで、図７を参照して画像情報Ｐ１について説明する。
【００５２】
図７は、本実施形態に係る作業状況表示画面ＴＰ１の一例を示す図である。
作業状況表示画面ＴＰ１には、画像情報Ｐ１と、ボタンＭ１〜ボタンＭ９とが表示され
る。ボタンＭ１〜ボタンＭ９は、画像情報Ｐ１を表示する態様を変更するためのボタンで
ある。
【００５３】
作業車両Ｖの現在位置は、作業車両Ｖを示すアイコンを用いて表示される。作業車両Ｖ
を示すアイコンには、作業車両Ｖが所属する事業所の名称の略称が、事業所毎の車両番号
とともに表示される。作業車両Ｖには、空ダンプＶ３と、散布車両Ｖ４と、除雪車両Ｖ５
−１及び除雪車両Ｖ５−２と、排雪車両（不図示）と、プラント班車両（不図示）と、パ
トロールカーＧ１−１〜パトロールカーＧ１−３とがある。
【００５４】
回送上り車線ＲＵＫ３は、回送中の散布車両Ｖ４の軌跡である。上り車線ＲＵ３は、作
業中の散布車両Ｖ４の軌跡である。回送下り車線ＲＤＫ４−１は、回送中の除雪車両Ｖ５
−１の軌跡である。下り車線ＲＤ４−１は、作業中の除雪車両Ｖ５−１の軌跡である。上
り車線ＲＵ４−２と、下り車線ＲＤ４−２とは、除雪車両Ｖ５−２の軌跡である。
各車線は、作業車両の種類に応じて、互いに異なる色を用いて表示される。さらに、上
り車線と下り車線とは、互いに異なる色を用いて表示される。
回送上り車線ＲＵＫ３と、回送下り車線ＲＤＫ４−１とは点線を用いて表示される。上
り車線ＲＵ３と、下り車線ＲＤ４−１とは実線を用いて表示される。このように、回送中
の車両の軌跡と、作業中の車両の軌跡とは、異なる線種を用いて表示される。
【００５５】
下り車線ＲＤ２は、空ダンプＶ３の軌跡である。空ダンプＶ３の軌跡は、上り車線と下
り車線とは区別されず、１つの色を用いて表示される。空ダンプＶ３の軌跡は、空ダンプ
が回送中の場合表示されない。
プラント班車両と、パトロールカーＧ１−１〜パトロールカーＧ１−３との軌跡は表示
されない。
【００５６】
プラントＣ１と、プラントＣ２とは、融雪剤情報に基づいて、融雪剤の残量が確認され
た時刻における融雪剤の残量を示すアイコンを用いて表示される。融雪剤の残量は、例え
ば５段階に区分されて、残量が確認された時刻とともに表示される。
天候情報Ｗ１は、天候を示すアイコンを用いて表示される。
【００５７】
ボタンＭ１〜ボタンＭ６は、作業車両Ｖの種類毎に、特定の車線における車両の現在位
置と、車両の軌跡とを表示するか否かを切り替えるためのボタンである。ボタンＭ１〜ボ

10

20

30

40

50

(17)

JP 7007836 B2 2022.1.25

タンＭ６が選択されると、例えばアコーディオン表示により、表示の切り替えの対象とす
る車線の一覧が表示される。
【００５８】
ボタンＭ７は、各種の情報を表示するか否かを切り替えるためのボタンである。ボタン
Ｍ７が選択されと、例えばアコーディオン表示により、表示の切り替えの対象となる情報
の一覧が表示される。ここで、表示の切り替えの対象となる情報とは、例えば、距離標の
位置や、回送中の作業車両の現在位置や、天候情報Ｗ１などである。
【００５９】
ボタンＭ８と、ボタンＭ９とは、作業車両Ｖの軌跡について、いずれの時間帯における
軌跡を表示するかを選択するためのボタンである。ボタンＭ８と、ボタンＭ９とが選択さ
れると、例えば、現在時刻を基準として何時間前から何時間前までの車両の軌跡を表示す
るかを選択することができる。
【００６０】
以上に説明したように、本実施形態に係る作業状況表示制御装置１は、位置情報取得部
１００と、距離標選択部１１０と、距離表示取得部１１１と、時系列情報生成部１１２と
、増減判定部１１３とを備える。
【００６１】
位置情報取得部１００は、作業車両Ｖの現在位置を示す位置情報を取得する。
距離標選択部１１０は、位置情報取得部１００が取得した位置情報と、道路の起点から
の距離を示す距離標ＫＰ１の距離表示と距離標ＫＰ１の地図上の位置とが対応づけられた
情報である距離標情報とに基づいて、複数の距離標（距離標ＫＰ１〜距離標ＫＰ６）のう
ち位置情報が示す作業車両Ｖの現在位置の近傍の距離標を選択する。
距離表示取得部１１１は、距離標情報において距離標選択部１１０が選択した距離標に
対応づけられている距離表示を取得する。
時系列情報生成部１１２は、位置情報取得部１００が位置情報を取得した時期と、距離
表示取得部１１１が取得した距離表示とが対応づけられた情報である時系列情報を生成す
る。
増減判定部１１３は、時系列情報生成部１１２が生成した時系列情報が示す距離表示の
時系列に従った増減を判定する。
【００６２】
この構成により、本実施形態に係る作業状況表示制御装置１は、距離表示の時系列に従
った増減の判定結果に基づいて、作業車両が通過した車線における距離表示の時系列に従
った増減を判定できる。
一般的には、ＧＰＳ等による現在位置の情報を用いれば、作業車両の位置やその走行軌
跡を知ることができる。しかしながら、ＧＰＳ等による現在位置の情報では、所定の位置
分解能を超えて精密な位置の特定をすることまではできない。ここで、例えば高速道路や
両面通行の一般道路等のように、車両の走行方向が互いに逆向きの車線が隣接している場
合には、ＧＰＳの位置分解能が車線を識別することができる程度にまでは高くないことが
ある。この場合、ＧＰＳ等による現在位置の情報によると、作業車両がいずれの走行方向
の車線を走行しているのかを判別できないという課題があった。
本実施形態に係る作業状況表示制御装置１は、作業車両が通過した車線における距離表
示の時系列に従った増減を判定できるため、作業車両がいずれの走行方向の車線において
作業をしているのかを判別できる。例えば、キロポスト等の距離表示がなされている道路
において、作業車両の走行に伴い距離表示が増加する車線を下り車線、作業車両の走行に
伴い距離表示が減少する車線を上り車線とした場合、本実施形態に係る作業状況表示制御
装置１の判定結果によれば、作業車両が上り車線と下り車線のいずれにおいて作業をして
いるのかを判別できる。
【００６３】
また、本実施形態に係る作業状況表示制御装置１は、車線判定部（画像情報生成部１３
）と、画像情報生成部１３とをさらに備える。
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車線判定部（画像情報生成部１３）は、増減判定部１１３の判定結果に基づいて、作業
車両Ｖが通過した道路が上り車線であるか下り車線であるかを判定する。
画像情報生成部１３は、位置情報と、車線判定部（画像情報生成部１３）の判定結果と
に基づいて、作業車両Ｖが通過した道路が上り車線であるか下り車線であるかを示す画像
情報Ｐ１を生成する。
この構成により、本実施形態に係る作業状況表示制御装置１は、作業車両Ｖが通過した
道路が上り車線であるか下り車線であるかを示す画像情報を生成することができるため、
作業車両が上り車線と下り車線のいずれにおいて作業をしているのか地図上において区別
することができる。
【００６４】
画像情報生成部１３は、作業車両Ｖが通過した道路が上り車線である場合の表示態様と
、作業車両Ｖが通過した道路が下り車線である場合の表示態様とを互いに異なる態様にし
て画像情報Ｐ１を生成する。
この構成により、本実施形態に係る作業状況表示制御装置１は、作業車両Ｖが通過した
道路を上り車線と下り車線とを互いに異なる態様にして画像情報を生成できるため、作業
車両が上り車線と下り車線のいずれにおいて作業をしているのかを地図上において容易に
区別することができる。
【００６５】
また、本実施形態に係る作業状況表示制御装置１は、作業情報取得部１０２を備える。
作業情報取得部１０２は、作業車両Ｖが作業を開始したことを示す作業開始情報と作業
車両Ｖが作業を終了したことを示す作業終了情報とを取得する。
画像情報生成部１３は、作業情報取得部１０２が取得した作業開始情報と、作業終了情
報と、位置情報取得部１００が取得した位置情報とに基づいて、作業済みの道路の表示態
様と作業済みでない道路の表示態様とを互いに異なる態様にして画像情報を生成する。
【００６６】
この構成により、本実施形態に係る作業状況表示制御装置１は、作業車両が作業中に通
過した軌跡と、回送中に通過した軌跡とを異なる態様にして画像情報を生成できるため、
作業を終了した位置とを、道路に作業漏れの箇所がないかを把握することができる。
【００６７】
また、本実施形態に係る作業状況表示制御システムＳＴ１は、作業車両Ｖに備えられた
携帯端末装置（端末装置２）と作業車両Ｖの作業状況を表示する作業状況表示制御装置１
とを備える。
携帯端末装置（端末装置２）は、作業車両位置情報取得部２００と、送信部（端末通信
部２２）とを備える。
作業車両位置情報取得部２００は、作業車両Ｖの現在位置を示す位置情報を作業状況表
示制御装置１に送信する。
送信部（端末通信部２２）は、作業車両位置情報取得部２００が取得した位置情報を作
業状況表示制御装置１に送信する。
【００６８】
この構成により、本実施形態に係る作業状況表示制御システムは、携帯端末装置は、作
業車両の現在位置を示す位置情報を作業状況表示制御装置に送信することができるため、
作業状況表示制御装置は、作業車両の現在位置を簡便に取得できる。
【００６９】
なお、上記の実施形態においては、距離標選択部１１０は、ステップＳ１０１において
、作業車両Ｖの現在位置に最も近い距離標を選択する場合について説明したが、距離標選
択部１１０が距離標を選択する方法はこれに限らない。距離標選択部１１０は、例えば、
作業車両Ｖの現在位置から所定の距離内にある距離標の中から任意の距離標を選択しても
よい。ここで、所定の距離とは、例えば２００メートルである。
【００７０】
なお、上記の実施形態においては、時系列情報生成部１１２は、時系列情報を生成する
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際に、距離表示取得部１１１から取得した距離表示をそのまま用いる場合について説明を
したが、時系列情報生成部１１２は、取得した距離表示を選別してもよい。
その場合、時系列情報生成部１１２は、位置情報取得部１００から、位置情報取得部１
００が作業車両Ｖの位置情報を取得した時刻と、取得した距離表示と、時系列情報に格納
されている時刻と距離表示とから、作業車両Ｖの移動速度の概算値を算出してもよい。時
系列情報生成部１１２は、算出した移動速度の概算値が、所定の値より大きいと判定する
場合、取得した距離表示を時系列情報に格納せずに破棄してもよい。ここで所定の値とは
、例えば、毎時５０キロメートルである。
【００７１】
なお、上記の実施形態においては、高速道路が交差しない場合について説明をしたが、
作業状況表示制御装置１は、高速道路が交差する場合の画像情報を生成してもよい。その
場合、距離標情報の座標は、距離標の設置位置の高さを示す座標を含んでもよい。
【００７２】
なお、上記の実施形態においては、出動帰着情報、及び作業情報は、作業車両Ｖの作業
者による端末装置２の操作に基づいて生成される場合について説明をしたが、出動帰着情
報、及び作業情報は、作業車両Ｖの運転席の所定の箇所に備えられたボタンを操作するこ
とにより生成されてもよい。運転席の所定の箇所とは、例えばハンドルである。生成され
た出動帰着情報、及び作業情報は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などの近距離
無線通信を用いて端末装置２に送信される。
【００７３】
なお、上記の実施形態においては、空ダンプと、排雪車両とを区別する場合について説
明をしたが、空ダンプと排雪車両とを区別しなくてもよい。端末装置の表示画面には、作
業を開始したことを、空ダンプとして走行する作業と、排雪作業とを区別して管理センタ
ーに通知するボタンが表示される。作業情報には、作業車両Ｖの作業の開始、または終了
を示す情報に加えて、作業内容を示す情報が含まれる。作業状況表示制御装置は、作業情
報に含まれる作業内容を示す情報に基づいて、同一の作業車両の軌跡を、作業内容に応じ
て異なる様態にして表示することができる。
【００７４】
なお、上述した実施形態における作業状況表示制御装置１の一部、例えば、判定部１１
、及び画像情報生成部１３部をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、こ
の制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録し
て、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行す
ることによって実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、作業
状況表示制御装置１に内蔵されたコンピュータシステムであって、ＯＳや周辺機器等のハ
ードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フ
レキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュー
タシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュー
タ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信
回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを
保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発
性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プ
ログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した
機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現で
きるものであってもよい。
また、上述した実施形態における作業状況表示制御装置１の一部、または全部を、ＬＳ
Ｉ（Ｌａｒｇｅ Ｓｃａｌｅ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）等の集積回路として実現しても
よい。作業状況表示制御装置１の各機能ブロックは個別にプロセッサ化してもよいし、一
部、または全部を集積してプロセッサ化してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに
限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によ
りＬＳＩに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いて
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もよい。
【００７５】
以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な
構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様
々な設計変更等をすることが可能である。
【符号の説明】
【００７６】
ＳＴ１…作業状況表示制御システム、Ａ１…管理センター、Ｖ１、Ｖ２…作業車両、Ｒ１
…上り車線、Ｒ２…下り車線、１…作業状況表示制御装置、２、２−１、２−２…端末装
置、ＫＰ１、ＫＰ２、ＫＰ３、ＫＰ４、ＫＰ５、ＫＰ６…距離標、Ｄ１…ディスプレイ、
ＳＢ１…距離標情報サーバ、ＳＢ２…地図情報サーバ、ＳＢ３…路面温度情報サーバ、Ｓ
Ｂ４…天候情報サーバ、ＳＢ５…排雪場情報サーバ、１０…第１取得部、１００…位置情
報取得部、１０１…出動情報取得部、１０２…作業情報取得部、１１…判定部、１１０…
距離標選択部、１１１…距離表示取得部、１１２…時系列情報生成部、１１３…増減判定
部、１２…第２取得部、１３…画像情報生成部、１４…配信部、１５…通信部、２０…制
御部、２００…作業車両位置情報取得部、２０１…出動情報生成部、２０２…作業情報生
成部、２１…ＧＰＳモジュール、２２…端末通信部、Ｐ１…画像情報、Ｇ１−１、Ｇ１−
２、Ｇ１−３…パトロールカー、Ｖ３…空ダンプ、Ｖ４…散布車両、Ｖ５−１、Ｖ５−２
…除雪車両、Ｒ２…下り車線、ＲＵＫ３…回送上り車線、ＲＵ３…上り車線、ＲＤＫ４−
１…回送下り車線、ＲＤ４−１…下り車線、Ｃ１、Ｃ２…プラント、Ｂ１、Ｍ１、Ｍ２、
Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５、Ｍ６、Ｍ７、Ｍ８、Ｍ９…ボタン、Ｄ２…表示画面

【図１】

【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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