国土交通省が推進する

インフラ分野のＤＸの取り組み

国土交通省大臣官房技術調査課
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図1．建設生産プロセスを3次元でつなぐ
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ビスの向上を図る取り組みである。具
体的には、特殊車両通行手続き等の迅
速化や港湾関連データ基盤の構築等に
よる行政手続きの迅速化に加え、ＩＴ
やセンシング技術等を活用したホーム
転落防止技術の活用やＥＴＣによるタ
ッチレス決済の普及等に取り組むこと
としている︿図２﹀
。
二点目は、
「ロボット・ＡＩ等の活
用で人を支援することによる、現場や
暮らしの安全性の向上」である。これ
は、ロボットやＡＩ等の活用により危
険作業や苦渋作業の減少を図るととも
に、経験が浅くても現場で活躍できる
環境の構築や、熟練技能の効率的な伝
承等に取り組むこととしている。具体
的には、無人化・自律施工による安全
性・生産性の向上やパワーアシストス
ーツ等による苦渋作業の減少による安
全で快適な労働環境の実現、ＡＩ等に
よる点検員の判断支援やＣＣＴＶカメ
ラ画像を用いた交通障害自動検知等に
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常管理や点検の効率化・高度化を図る
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活用した監督検査の効率化やリモート

務の変革、画像解析や三次元測量等を

活用した被災状況把握等による調査業

ある︿図３﹀
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インフラ分野
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図3．ロボット・AI等の活用で人を支援することによる、現場や暮らしの安全性の向上

した効率的な技能習得等の取り組みで

特
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図2．行政手続きや暮らしにおけるサービスの変革

点検・管理業務の効率化等を図る取り
組みである︿図４﹀
。
四点目は、
「ＤＸを支えるデータ活
用環境の実現」である。これは、スマ
ートシティ等と連携し、データの活用
による社会課題の解決策の具体化に加
え、その基盤となる三次元データの活
用環境を整備する取り組みである。具
体的には、都市の三次元モデルを構築
し、各種シミュレーションによるユー
スケースの開発に加え、データ活用の
共通基盤となる位置情報の基盤整備、
さらには三次元データの保管・活用や
通信環境の整備等を進める取り組みで
ある︿図５﹀
。
第三回本部会議では、インフラ分野
のＤＸ施策概要のそれぞれに紐付く個
別施策の整理や将来的な取り組みの方
向性を議論し、それに基づき、令和三
年二月九日にインフラ分野のデジタ
ル・トランスフォーメーション（ＤＸ）
施策を公表した︿図６﹀
。
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。
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図5．DXを支えるデータ活用環境の実現

の概要を改めて整理した。

図4．デジタルデータを活用した仕事のプロセスや働き方の変革
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インフラ分野
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における手続きの効率化・非接触化、

ュニケーションを図るもので、

例えば、水害リスク情報の三

次元での提供によるリアルに

認識できるリスク情報の提供

や、官庁営繕事業におけるＢ

ＩＭ活用などが挙げられる。

続いて三点目の「現場にい

なくても現場管理が可能に」

であるが、これは本誌の読者

であれば容易に理解できるで

あろう。すなわち、従来から

進めている建設現場の生産性

向上を図る取り組みである

る追求を図るものであり、例

現場の省人化や効率化の更な

注者・発注者を問わず、建設

ージとなる。具体的には、受

の更なる拡大、といったイメ

「 i-Construction
」に包含さ
れるＩＣＴ施工について、そ

図7．インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（DX）の概要

のＤ Ｘ 推 進 に向 け て
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図6．インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（DX）の概要

情報の共通ルール（国家座標）の推進

また、上記三つの観点に加え、位置

化・効率化などが挙げられる。

による道路の点検・維持管理の高度
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及び九州地方整備局の寄稿記事を参考

は次項以降の国土技術政策総合研究所
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にされたい。
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った、
「インフラ分野のＤＸを支える
ォーム」の構築にも取り組んでいると

や浸水想定区域等の防災に関するデー

取組事例を紹介する。

仕組みや基盤の整備」も重要である。
ころである。
（国土交通データプラッ

タ等の表示・検索・ダウンロードが可

えば建設施工における自動化・自律化

令和三年一一月五日に開催した第四

トフォーム： https://www.mlit-data.

本稿では、国土交通省が推進してい

おわりに

回国土交通省インフラ分野のＤＸ推進
本部会議では、上記の「インフラ分野
のＤＸ」の概念について認識共有をす
では、

示が可能となっている。

染症の発生を契機に時代の転換点を迎

るインフラ分野のＤＸの取り組みにつ

るとともに、主な施策の進捗紹介や、

①国土に関するデータ

今後は、三次元データを含む電子成

える中、陸海空のインフラの整備・管

能となっている。加えて、３Ｄ地形図
）
jp/platform/
や３Ｄ都市モデル（ＰＬＡＴＥＡＵ）
国土交通データプラットフォーム

全五六都市などともデータ連携し、表

年度内のアクションプラン策定に向け

果品のほか、他省庁や民間、地方公共

理により国民の安全・安心を守るとい

令和二年四月から一般公開を開始し

トフォームの拡充や利用拡大のために

また、これら国土交通データプラッ

や民間と連携・協調を図りつつ、イン

ビスの提供を担う国土交通省が、学界

いて紹介した。新型コロナウイルス感

た今後のスケジュールについて議論を

②経済
 活動（人やモノの移動等）に関
するデータ

団体などが保有するデータとの連携拡

う使命と、より高度で便利な国民サー

行った。

③気象等の自然現象に関するデータ

大に取り組んでいく予定である。

～国土交通データ

──の連携を目指すべきとしており、

事例紹介
プラットフォームの構築～

た。国土交通データプラットフォーム

フラ分野のＤＸの先導役を果たしてい

それぞれのＤＸに関する取り組みを

は、
関連する技術開発が不可欠である。

推進することは重要であるが、こうし

（

に よ っ て、 様 々 な デ ー タ を Ａ Ｐ Ｉ

た取り組みで得られたデータ等の利活

術、膨大なデータから目的とするデー

を変換して複数のデータを統合する技

注 意 ： 本 稿は執 筆 時 点（ 令 和四年二月 上 旬 ）で
の情報である。 インフラ分野のＤＸの最新状況につ
いては、国土交通省ＨＰなども適宜、参照されたい。

きたいと考えている。

用促進や、データを連携し横断的に活

）に よ り 連 携 さ せ、国 土 交
Interface
通行政のＤＸを推進し、国土交通省施

タを効率的に検索するためのメタデー

国土技術政策総合研究所では、二次元

用することにより新たな価値を創造し

策の高度化やオープンイノベーション

タ作成技術、様々な形式の個別データ

Application Programming

ていくことも重要な取り組みである。

の創出を目指している。
これまで、国・地方自治体の保有す

ＣＡＤから三次元モデルを作成する技

その主な事例として、
「国土交通デー
タプラットフォーム」の構築に関する
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