
提案製品・技術

スマートフォンアプリ
•BumpRecorder App：スマートフォンのセンサー（GPS、

加速度計）により、走行中の車両の位置情報と振動状
態データを取得
•フォトリポ：目視点検記録を現場でデータ化
クラウド解析サービス「BumpRecorder Web」
•解析結果を地図とグラフ上で表示

対象国インフラ分野における開発ニーズ（課題）

•事後保全から予防保全へ、メンテナンスサイクルを効
率的・効果的に循環していく新技術・仕組みづくり

•日墨パートナーシップ・プログラム（Japan Mexico 

Partnership Programme：JMPP） を通した中南米地
域の発展に資する支援

BumpRecorder Web画面

開発ニーズ（課題）へのアプローチ方法（ビジネスモデル）

•道路管理に関与する民間企業をBumpRecorderの協
業相手またはユーザーとして取り込む。
•BumpRcorderとフォトリポのデータから補修優先度が
求められるため保全計画・保全方針策定での利用が
促進される。
•路面性状計測・点検が計画的かつ継続的に行われる
ことで、複数ユーザー・長期契約が見込まれる。

• 契約期間：2020年1月～2021年2月
• 対象国・地域：メキシコ国ケレタロ州
• カウンターパート機関：メキシコ国ケレタロ州政府／運輸研究所（IMT）
• 案件概要：スマートフォンを用いたIRI 計測等の路面性状計測の導入と物流
業者との協業によるデータ収集により、メンテナンスサイクル循環を促進し、
予防保全型道路維持管理体制への転換が促進される。

対象国に対し見込まれる成果（開発効果）

•路面性状の計測について、スマートフォンアプリの活
用が公的機関から認可される
•路面性状計測・点検が計画的かつ継続的に行われ、
ケレタロ州の道路性状の変化が把握される
•PMMS-BRにより導かれた道路補修優先度をもとに
保全計画・保全方針が定められる

本事業の内容

２０20年1月現在

メキシコ国 スマートフォンを活用した道路の路面
性状（IRI等）の記録技術導入に係る案件化調査

バンプレコーダー株式会社（東京都北区）



Products/Technologies of the Company

Smartphone App

• BumpRecorder App：Recording location information 

and vibration status of the vehicle during driving by using 

smartphone sensors.

• Photo Report：Digitalize the record from visual inspection

・Cloud service : BumpRecorder Web

• Road evaluation result is shown on the map and graph.

Development Issues Concerned in Road Sector

• New technology and operation system which circulate 

effective maintenance cycle to shift from breakdown 

maintenance to preventive maintenance

• Support for regional development of Latin America 

through Japan Mexico Partnership Program

How to Approach to the Development  Issues

• Collaborating with private companies of road 

maintenance as business partners or users.

• By using BumpRcorder and Photo Report, priority of 

the repair becomes visible and the utilization of the app 

is promoted for maintenance planning.

• Users and long-term contract are expected by 

implementing inspection of pavement surface condition 

systematically and regularly.

• Period : 2020 Jan. - 2021 Feb.

• Country, Area : United Mexican States, Querétaro

• Counterpart : IMT(Instituto Mexicano de Teleservicios), Querétaro state

• Outline : To promote circulation of maintenance cycle and to shift to preventive 

maintenance of the Road Sector in Mexico through introduction of inspection of 

pavement surface condition including IRI by smartphone and  collaboration with 

private logistic sector for recording vehicle vibration data. 

Expected Impact in the Country

• Public sector accept to use smartphone app for road 

inspection of pavement condition evaluation.

• Through planned/regular road inspection, pavement 

deformation is figured out at Querétaro state.

• Road maintenance plan will be determined based on the  

priority of the repair derived from PMMS-BR.

Survey Outline

As of January ,2020  

SDGs Business Model Formulation Survey with the Private Sector for 

Introduction of Smartphone Based Pavement Surface Condition e.g. IRI 

Inspection Technology in Mexico

BumpRecorder Co., Ltd (Tokyo, Kita-ku)

BumpRecorder Web


