特集 公共工事の生産性の向上にむけて〜インフラ分野におけるDXの推進〜

インフラ分野におけるDXの推進と今後の展開
〜国土交通省におけるインフラ分野のDXの加速化に向けた取組〜
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デジタル社会への変革が求められる中、インフラ分野においても生産性向上や働き方改革等を含めた
DX（デジタル・トランスフォーメーション）が推進されている。本稿では、インフラ分野のDXの加速
化に向けて国土交通省が省横断的に進める取組状況に加え、具体的な事例紹介を行う。

1．はじめに

化が図られるよう、全体最適の考え方を導入し、サ

我が国は、現在、人口減少社会を迎えており働き

プライチェーンの効率化、生産性向上を目指すこと、

手の減少を上回る生産性の向上等が求められている。

③国債等の活用により年度末に集中する工事量を平

そこで、国土交通省では、令和７年度までに建設現

準化することをトップランナー施策として推進する

場の生産性を２割向上することを目指して平成28

他、BIM/CIM等の３次元データの利活用促進や

年度より「i-Construction」の取組を推進している。

「i-Construction」を推進するための広報等、建

具体的には、①建設現場において調査・測量、設計、

設現場の生産性を向上させるための様々な取組を推

施工、検査等のあらゆる建設生産プロセスにおいて

進してきた（図−１）。

ICT（情報通信技術）を活用すること（図−１）、

また、今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえ、

②設計、発注、材料の調達、加工、組立等の一連の

政府を挙げたデジタル社会への変革が求められる中、

生産工程や、維持管理を含めたプロセス全体の最適

国土交通省においてもデジタルを積極的に活用し、

測量

設計

ドローン(レーザースキャナ)や
準天頂衛星システム(みちびき)を
活用し、効率化、高密度化した
面的な3次元測量
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３次元設計データ等を通
信

国際標準化の動きと連携
バーチャルシティによる
空間利活用
○○km

図－１
＊国土交通省 大臣官房 技術調査課 課長補佐

自動運転に活用できる
デジタル基盤地図の作成

ICT施工の工種拡大、
3次元データに基づく施工、
デジタルデータ活用による
新技術の導入拡大等

建設生産プロセスを３次元でつなぐ

これまでの建設現場の生産性向上はもとより職員自

的な伝承等に取り組むこととしている。具体的には、

身の働き方改革等も含めたインフラ分野のDX（デ

無人化・自律施工による安全性・生産性の向上やパ

ジタル・トランスフォーメーション）を推進してい

ワーアシストスーツ等による苦渋作業の減少による

るところである。

安全で快適な労働環境の実現、AI等による点検員

本稿では、これら取組を含めた、国土交通省にお

の判断支援やCCTVカメラ画像を用いた交通障害

けるインフラ分野のDXに関する最新状況を紹介する。

自動検知等によるAI等を活用した暮らしの安全確

2．インフラ分野のDXの取組状況（令和２年度）
インフラ分野のDXの加速化に向け、国土交通省
では、省横断的に取組を進めるべく、
「国土交通省
インフラ分野のDX推進本部」を令和２年７月29日
に設置するとともに、第１回本部会議を開催した。
その後、令和２年10月19日に第２回本部会議、令
和３年１月29日に第３回本部会議を開催した。

保、人材育成にモーションセンサー等を活用するな
ど熟練技能をデジタル化した効率的な技能習得等の
取組である（図−３）。
ü ロボットやAI等により施工の自動化・自律化や人の作業の支援・代替を行い、危険作業や苦渋作業を減少
ü AI等を活用し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を実現

AI 等を活用し暮らしの安全を確保

安全で快適な労働環境を実現

AI 等による点検員の「判断」支援

無人化・自律施工による安全性・生産性の向上
＜研究開発＞
• 産学官共同の建設基盤を整備し、無人化施工、
自律施工に向けた研究開発を推進

• AIにより点検画像
から変状を自動検
出し、点検員の
「判断」を支援
VR遠隔操作

CCTV カメラ画像を用いた交通障害自動検知

シミュレータを活用した自律運転の研究開発

第２回本部会議では、インフラ分野のDX施策概

＜鉄道分野＞
• 運転免許を持たない乗務員による列車
運行や乗務員なしでの列車運行を実現

• カメラ画像を活用した
ＡＩによる交通障害の
自動検知

ＧＰＳ

要を議論し、その中で、大きく４つの方向性で取組
を推進することとした。

＜空港分野＞
• 自車位置測定装置等による空港
除雪作業の省力化を実現

熟練技能のデジタル化で効率的に技能を習得

乗務員の添乗による自動運転

パワーアシストスーツ等による苦渋作業減少

１点目は、「行政手続きや暮らしにおけるサービ
スの変革」である。これは、デジタル化による行政

人材育成にモーションセン
サー等を活用

• 身体負荷の軽減や視覚・判断の補助を行
うパワーアシストスーツ等を導入し、苦渋
作業を減少

• センサーにより熟練技能を見
える化し、効率的な人材育成
手法を構築

パワーアシストスーツを活用したガレキ撤去の例

図－３

手続き等の迅速化や、データ活用による各種サービ

出典 芝浦工業大学

蟹澤研究室研究より

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

スの向上を図る取組である。具体的には、特殊車両

３点目は、「デジタルデータを活用した仕事のプ

通行手続き等の迅速化や港湾関連データ基盤の構築

ロセスや働き方の変革」である。これは、調査・監

等による行政手続きの迅速化に加え、ITやセンシン

督検査用務における非接触・リモートの働き方の推

グ技術等を活用したホーム転落防止技術の活用や

進や、データや機械の活用により日常管理や点検の

ETCによるタッチレス決済の普及等に取り組むこ

効率化・高度化を図る取組である。具体的には、衛

ととしている（図−２）
。

星を活用した被災状況把握等による調査業務の変革、
画像解析や３次元測量等を活用した監督検査の効率

ü 手続きのデジタル化やオンライン化を進め、行政手続き等の迅速化を推進
ü デジタルデータの利活用を進め、暮らしの利便性や安全性を高めるサービスを提供

暮らしにおけるサービス向上

行政手続き等の迅速化

ＩＴやセンシング技術等を活用したホーム転落防止 技術等の活用促進

特車通行手続き 等の迅速化
•

•

電子申請システムの導入等に
よる、特殊車両通行手続きの即
時処理や、道路占用許可、特定
車両停留施設の停留許可手続
きの効率化を実現
ETC2.0等を活用し違反車両の
取り締まりを高度化

推奨経路を
表示可能に

• ＩＴやセンシング技術等を活用した視覚障
害者の転落事故の未然防止、安全な誘導
等により、駅ホームでの更なる安全性を
向上

直進3m
です

推奨経路

通行可
条件付通行可

連
携

連
経路を遠隔
携

ETC によるタッチレス決済の普及

で確認

ü 調査・監督検査業務における非接触・リモートの働き方を推進し、仕事のプロセスを変革
ü デジタルデータ活用や機械の自動化で日常管理や点検の効率化・高度化を実現

• 駐車場やドライブスルーなど、高速道
路以外の多様な分野へのETCを活用
したタッチレス決済の普及・拡大

港湾関連データ連携基盤の構築
令和２年７月よりケンタッキーフライドチキン
（相模原中央店）での試行運用を実施中

港湾全体の電子化
港湾物流手続

陸運
船社

船腹予約

施設利用等の行政手続
申請

荷主

S/I

税関
海貨

施設情報

施設
利用者

港湾
管理者

監督検査業務の変革

調査業務の変革

▲ETC2.0

▲自動重量計測装置

図−２

検・管理業務の効率化等を図る取組である（図−４）
。

自動重量計測装置

重量を遠隔
で確認

港湾全体の電子化により、
• 物流手続・行政手続の効率
化、遠隔・非接触化を実現
• 施設の効率的なアセットマ
ネジメントを実現

化やリモート化に加え、AI活用や技術開発により点

暮らしの安全を高めるサービス

衛星を活用した被災状況把握
• ドローン等によ
る港湾施設の被
災状況の把握
人工衛星

長時間先の水位予測情報の提供

許可

• 国管理の洪水予報河川すべてで、洪
水予報の発表の際に６時間先までの
水位予測情報を一般に提供し、河川
の増水・氾濫の際の自治体の災害対
応や住民避難を促進

６時間先までの水位予測情報の提供（イメージ）
氾濫危険水位超過をより早期に察知
実績 予測
氾濫危険水位

港湾工事

行政手続きや暮らしにおけるサービスの変革

２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

監督検査の省人化・非接触化
ドローン

• 衛星画像等を用
いた変位推定・
計測

＜港湾分野＞
• ドローンや水中
音響測深機によ
る３次元測量を
行い、監督・検査
をリモート化

• 画像解析や
３次元測量
等を活用し、
出来形管理
の効率化を
実現

ドローン

音響測深

点検・管理業務の効率化
点検の効率化
＜遠隔臨場＞
• 映像解析等により遠隔
で出来高を確認
ステレオカメラ

受注者１名

執務室

＜鉄道分野＞
＜道路分野＞
＜河川分野＞
＜空港分野＞
• パトロール車両に搭載した • レーザーを活用した、トンネル等の変
• 点群データから、樹木繁茂量 • 滑走路等の舗装点
状検出や異常箇所の早期発見等を可
カメラからリアルタイム映像
や樹高の変化、土砂堆積・侵 検において、画像解
能とするシステムの開発による、鉄道
をAI技術により処理し、舗
食量等を定量的に把握
析によりひび割れの
装の損傷判断を効率化
施設の保守点検の効率化・省力化
自動検出等を実現

発注者監督員
エリアマーカー

受注者管理職員 ウェアラブルディバイス等
（映像・音声）

レーザースキャナー

日々の管理の効率化
＜河川分野、空港分野＞
• 堤防除草作業並びに出
来高計測を自動化する
技術を開発
• 予め登録したルートに従
い、着陸帯の草刈りを自
動化

図－４

※道路用のデータ計測車両を
鉄道台車に搭載し、けん引

＜下水道分野＞
• 遠隔監視制御によ
る複数施設の共同
管理

変状の検出例

＜道路分野、空港分野＞
• 衛星による走行位置の
確認やガイダンスシス
テムによる投雪装置の
自動化等により除雪作
業の効率化・省力化を
実現

オペレータ
による 車両
運転

 ジタルデータを活用した仕事のプロセスや
デ
働き方の変革
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４点目は、
「DXを支えるデータ活用環境の実現」

組の方向性を議論し、それに基づき、令和３年２月

である。これは、スマートシティ等と連携し、デー

９日にインフラ分野のデジタル・トランスフォー

タの活用による社会課題の解決策の具体化に加え、

メーション（DX）施策を公表した（図−６）
。

その基盤となる３次元データの活用環境を整備する
取組である。具体的には、都市の３次元モデルを構

3．インフラ分野のDXの取組状況（令和３年度）

築し、各種シミュレーションによるユースケースの

さて、上述の通り、インフラ分野のDX施策を公

開発に加え、データ活用の共通基盤となる位置情報

表したところであるが、令和３年度からは、それを

の基盤整備、さらには３次元データの保管・活用や

より具体的に進めるべくアクションプランの策定に

通信環境の整備等を進める取組である（図−５）。

着手することとした。また、国土交通省の内外に
「インフラ分野のDX」をより分かりやすく説明す

第３回本部会議では、インフラ分野のDX施策概

るため、その概要を改めて整理した。

要のそれぞれに紐付く個別施策の整理や将来的な取

まず、
「インフラ分野のDX」

ü スマートシティ等と連携し、デジタルデータを活用し社会課題の解決策を具体化
ü ＤＸの取組の基盤となる３次元データ活用環境を整備

とは端的に言うと、「デジタル

デジタルデータを用いた社会課題の解決

技術の活用でインフラまわりを

データ活用の基盤整備

社会課題の解決策の具体化
• 全国約50都市に
て3D都市モデル
を構築し、シミュ
レーション等
ユースケースを
開発

＜データ連携基盤＞
• 国土、経済、自然現象等に関
するデータを連携した統合的
なプラットフォームの構築

交通

多
種
環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ 多
様
×
まちづくりのデジタル基盤
健康福祉
（都市部局が保有するデー
公衆衛生
タの連携・オープン化）

地図・地形
データ

行政

住民
企業
エリマネ団体
多様な主体による利活用
全体最適・市民参画・機動的なまちづくり

国土交通データプラットフォーム 施設・構造
物データ

気象データ

エネルギー
データ

交通（人流）
データ

防災データ

＜国家座標＞
• 調査・測量、設計、
施工、維持管理
の各施策の位置
情報の共通ルー
ル「国家座標」基
盤の構築
座標が一致することにより
ICT施工等に貢献

＜人流データ＞
• 人流データを計測・活用
し、客観的な情報にもと
づく施策等を展開
センサー・カメラで
人の流量を検知

ICカード等で
ICカード等で
人の流量を検知
人の流量を検知

携帯端末・基地局情報
から人の流量を把握

3 次元データ等を保管・活用環境の整備
＜通信環境構築＞
• 本省・国総研、各
地整間の高速
（100Gbps）ネット
ワーク環境を構築

＜港湾分野＞
• データの標準化やク
ラウドの活用により、
BIM/CIM活用を推進

現在 100Mbps
今後 100Gbps

係船柱

岸壁

周辺環境を含めた施工計画の作成

可視化による
干渉チェック作業の効率化

＜公共建築＞
• 官庁営繕事業における3
次元モデル活用や、設
計・施工間のデータ引渡
しルールの整備

まず１点目の「手続きなどい
〇社会経済情勢の変化
・行政のデジタル化を強力に推進
・技術革新の進展（Society5.0）
・新型コロナウイルス感染症に対応する
等
「非接触・リモート化」の働き方
インフラ分野においてもデジタル化・スマート化を強力に推進する必要

・将来の人手不足
・ 災害対策
・ インフラ老朽化の進展 等
生産性向上を目指し、i-Constructionを推進

【インフラ分野のDX】
○社会経済状況の激しい変化に対応し、インフラ分野においてもデータとデジタル技術を活用して、国民のニーズを基に社会資本
や公共サービスを変革すると共に、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土交通省の文化・風土や働き方を変革し、
インフラへの国民理解を促進すると共に、安全・安心で豊かな生活を実現

行政手続きや暮らしにおける

ロボット・ AI 等活用で人を支援し、

デジタルデータを活用し仕事の

サービスの変革

現場の安全性や効率性を向上

プロセスや働き方を変革

行政手続き等の迅速化
• 特車通行手続き等の迅速化
• 河川の利用等に関する手続のオ
ンライン化
• 港湾関連データ連携基盤の構築

暮らしにおけるサービス向上

安全で快適な労働環境を実現

調査業務の変革

• 無人化・自律施工による安全性・生
産性の向上
• パワーアシストスーツ等による苦渋
作業減少
• 地域建設業のICT活用
• 鉄道自動運転の導入

• 迅速な災害対応のための情報集
約の高度化
• 衛星等を活用した被災状況把握
• 遠隔操作・自動化水中施工等
• 道路分野におけるデータプラット
フォームの構築と多方面への活用

• ＩＴやセンシング技術等を活用した AI 等の活用による作業の効率化
ホーム転落防止技術等の活用促進 • AI等による点検員の「判断」支援
• ETCによるタッチレス決済の普及
• CCTVカメラ画像を用いた交通障害
自動検知等

暮らしの安全を高めるサービス

熟練技能のデジタル化で
効率的に技能を習得

• 水位予測情報の長時間化
• 遠隔による災害時の技術支援

• 人材育成にモーションセンサー等を
活用
• CCUSとマイナポータルの連携

誰もが簡単に図面を理解

モ
ノ

代表事例

具体的なアクション

どこでも可能な現場確認

誰でもすぐに現場で活躍

ＤＸを支えるデータ活用環境の実現

• 監督検査の省人化・非接触化
• 公共通信不感地帯における遠
隔監督・施工管理の実現
• 映像解析を活用した出来形確認

点検・管理業務の効率化
• 点検の効率化・自動化
• 日々の管理の効率化
• 利水ダムのネットワーク化や水害
リスク情報の充実
• 危機管理型水門管理
• 行政事務データの管理効率化

3 次元データ活用環境の整備

•
•
•
•

• 3次元データ等を保管・活用環境の整備
• インフラ・建築物の3次元データ化
• 国土交通データプラットフォームの構築

l 令和2年12月にETC専用化を打ち出すと共
に、民間サービス等にETCを活用したタッチ
レス・キャッシュレス決済などを推進し、暮ら
しの利便性を向上
l 経験が浅いオペレータでも吹雪時に除雪機
械の安全運転を可能とする運転支援技術を
令和3年度より導入

監督検査業務の変革

デジタルデータを用いた社会課題の解決
まちづくりのデジタル基盤の構築
データ活用の基盤整備（国家座標）
人流データの利活用拡大のための流通環境整備
公共工事執行情報の管理・活用のためのプラット
フォーム構築

国
民

l 国管理の洪水予報河川全てで、現在より3時
間長い6時間先の水位予測情報の一般提供
を令和3年出水期から開始し、災害対応や避
難行動等を支援

l 建設現場における作業員の身体負荷軽減
等を図るため、令和3年度よりパワーアシス
トスーツの試行を20程度の現場で開始

業
界

職
員

l ローカル５Gの活用による一般工事への無
人化施工の適用拡大に向け、令和3年度よ
り建設DX実証フィールドにて世界最先端の
研究開発を開始
l 作業員の夜間作業の軽減と点検精度向上
に向け、３次元点群データを用いた鉄道施
設点検システムについて、令和2年度より実
証試験を行うとともに、令和3年度には点検
対象とする鉄道施設を拡大

l 三次元データ等を一元管理し、受発注者間
等で共有を図るDXデータセンターを令和3年
度より運用開始
l 防災ヘリの映像をAI解析し、浸水範囲等をリ
アルタイムで地図化する技術を令和3年度中
に実用化し、被害全容把握を迅速化
l 災害時の技術支援の遠隔化に向けた実証
を令和３年度に本格化

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）の施策
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にいなくても現場管理が可能

体的に述べる。

取組の背景

知
識
・
経
験

ションをよりリアルに」「現場

その３つについて、以下で具

DXを支えるデータ活用環境の実現

〇建設現場の課題

行
動

に ア ク セ ス 」「 コ ミ ュ ニ ケ ー

（図−７）。

※BIM/CIM：Building/Construction Information Modeling, Management

図－５

た。また、具体的な施策を「手

に」の３つの観点から整理した

インフラ・建築物の 3 次元データ化
＜土木施設＞
• 小規模を除く全ての
公共工事における
BIM/CIM※原則適用
に向け段階的に適用
拡大

を変革」する、ということとし
続きなどいつでもどこでも気軽

3 次元データ活用環境の整備

＜3次元データの保管・活用＞
• 工事・業務で得られる3次元
データや点群データ等を保
管し、自由に閲覧が出来、
データの加工が出来るデー
タセンターを開発

スマートにし、従来の『常識』
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つでもどこでも気軽にアクセ
ス」であるが、これはインフラ
に関係する諸手続やサービスに
ついて、その利便性向上を図る
もので、例えば、特殊車両通行
手続きの効率化や民間事業者・
港湾管理者における手続きの効
率化・非接触化、高速道路やそ
の他多様な分野におけるETC
等によるキャッシュレス化・
タッチレス化などが挙げられる。
次に２点目の「コミュニケー
ションをよりリアルに」につい
ては、対象者の内外を問わず、

インフラ分野のＤigitalＸformation

Ｄigital

～デジタル技術の活用でインフラまわりをスマートにし、従来の「常識」を変革～

利用・サービス

デジタル

国民の生活、社会活動、経済活動

収集

exp) ドローン

より便利に
申
請
書

より理解しやすく

インフラ

提供
exp) API※

○24時間 365日
○ワンストップ
○リモート化、タッチレス

○ビッグデータのフル活用
○三次元の図面/映像
○AR/VR

※application program interface

exp) 5G高速通信

手続きなどいつ
でもどこでも気
軽にアクセス

コミュニケー
ションをよりリ
アルに

Safe：安全 Smart：賢く Sustainable：持続可能

ﾈｯﾄﾜｰｸ

Ｘformation

管理者

建設業界

調査・設計・施工・維持管理、災害対応

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
exp) クラウド環境

少人数・短時間で
効率的に

現場にいなくて
も現場管理が可
能に
○自動化・自律化
○遠隔化
○省人化

・・・etc

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

より理解しやすいコミュニケーションを図るもので、

4．事例紹介（DXデータセンター、国土交通

例えば、水害リスク情報の３次元での提供によるリ

データプラットフォームの構築）

アルに認識できるリスク情報の提供や、官庁営繕事

それぞれのDXに関する取組を推進することは重

業におけるBIM活用などが挙げられる。

要であるが、こうした取組で得られたデータ等の利

続いて３点目の「現場にいなくても現場管理が可

活用促進や、データを連携し横断的に活用すること

能に」であるが、これは本誌の読者であれば容易に

により新たな価値を創造していくことも重要な取組

理解できるであろう。すなわち、従来から進めてい

である。その事例を紹介する。

る建設現場の生産性向上を図る取組みである

１）DXデータセンター

「i-Construction」に包含されるICT施工について、

国土交通省では、令和５年度までの小規模なもの

その更なる拡大、といったイメージとなる。具体的

を除く全ての公共工事でBIM/CIMを原則適用する

には、受注者・発注者を問わず、建設現場の省人化

予定であり、調査・計画・設計・施工・維持管理の

や効率化の更なる追求を図るものであり、例えば建

一連のプロセスにおいてBIM/CIM等の３次元デー

設施工における自動化・自律化の促進やAI・ICT・

タを積極的に活用していくことを目指している。各

新技術の導入による道路の点検・維持管理の高度化・

事業段階でBIM/CIMを活用していくためには、調

効率化などが挙げられる。

査・計画・設計の段階からBIM/CIMを導入し、そ

また、
上記３つの観点に加え、位置情報の共通ルー

の後の施工・維持管理の段階においてもBIM/CIM

ル（国家座標）の推進やDXデータセンターの整備

を連携、発展させ、事業プロセス全体にわたって関

などといった、「インフラ分野のDXを支える仕組

係者がBIM/CIMを活用して情報共有を行うための

みや基盤の整備」も重要である。

システムを構築する必要がある。また、このシステ

令和３年11月５日に開催した第４回国土交通省

ムを利用してBIM/CIM 等の３ 次元データを活用

インフラ分野のDX推進本部会議では、上記の「イン

していくためには、大容量データの蓄積、表示、編

フラ分野のDX」の概念について認識共有をすると

集、受渡し、検索等を円滑に行えることが不可欠で

ともに、
主な施策の進捗紹介や、年度内のアクション

あ る。 そ こ で、 国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所 で は、

プラン策定に向けた今後のスケジュールについて議

BIM/CIM等の３次元データを一元的に保管し、活

論を行った。

用するためのシステムとして、DXデータセンター
の構築を進めている。
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DXデータセンターの構築により、国土交通省の

データ約200件、さらに、全国幹線旅客純流動調査

直轄事業の業務や工事で作成されるBIM/CIMを一

のデータや浸水想定区域等の防災に関するデータ等

元 的 に 保 管 し、 保 管 し た デ ー タ の 表 示 や 検 索、

の表示・検索・ダウンロードが可能となっている。

BIM/CIMを共有したWEB 会議等を行うことが可

今後は、３次元データを含む電子成果品のほか、

能となる。今後は、施工管理と検査、構造物点検、

他省庁や民間、地方公共団体などが保有するデータ

災害対応等の現場においてBIM/CIMをさらに広く

との連携拡大に取り組んでいく予定である。

活用できる環境を整備するために、現場で使用する
タブレット端末等を介してDXデータセンターに接

5．おわりに

続し、BIM/CIMを容易に取り扱うことができるア

本稿では、国土交通省が推進しているインフラ分

プリケーションソフトを開発し、実装していく予定

野のDXの取組について紹介した。新型コロナウイ

である。

ルス感染症の発生を契機に時代の転換点を迎える中、

２）国土交通データプラットフォームの構築

陸海空のインフラの整備・管理により国民の安全・

上記BIM/CIM等の３次元データを含む各種デー

安心を守るという使命と、より高度で便利な国民

タを連携する基盤として、
「国土交通データプラッ

サービスの提供を担う国土交通省が、学界や民間と

トフォーム」の構築にも取り組んでいるところであ

連携・協調を図りつつ、インフラ分野のDXの先導

る。これまで、
国・地方自治体の保有する橋梁やトン

役を果たしていきたいと考えている。

ネル、ダムや水門などの社会インフラ（施設）の諸
元や点検結果に関するデータ約８万件、全国のボー

注意）本稿は執筆時点（令和３年11月中旬）で

リング結果などの地盤データ約25万件、平成30年

の情報である。インフラ分野のDXの最新状況につ

度の発注の直轄工事のBIM/CIMデータ10件と３次

いては、国土交通省HPなども適宜、参照されたい。

元点群データ約570件、地方公共団体の電子納品
【著者紹介】 田中 洋介（たなか ようすけ）
平成22年国土交通省入省（土木職）。道路局高速道路課係長、外務省在ミャンマー日本国大使館二等書記官、東北地方整備局道路部道路計
画第一課長、内閣官房（インフラ投資推進担当）参事官補佐を経て、2021年10月より現職。
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八段
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後手

持駒
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九段

〔あなたの棋力は？〕
５分……………二段
10分……………初段
（解答は80頁）

角銀

５分………………初段
（解答は80頁）

桂
歩

和雄

〔ヒント〕
初手に絶妙手あり。

持駒

〔あなたの棋力は？〕

飛

石田

先手

白のダメヅマリをとがめ
る基本的な手筋です。

なし

〔ヒント〕

飛

先

誠

歩歩
玉
歩
金

黒

土井

香桂

出題

