
事例No.1 スマートフォンとAIで道路の損傷状態を即時判別

分類１ 維持管理 分類2 路面調査

技術提供元 アーバンエックステクノロジーズ

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇AIによる舗装損傷の自動検知により道路維持管理業務の効率化を図る。
・パトロール車にスマートフォンを取り付けるだけで舗装の損傷を自動的に検知
・道路管理者は事務所に居ながらすぐ補修するか経過観察をするかのなどの対応が決められる。
・変状の発生状況の評価や、維持修繕にかかる費用を予測。

実現可能な
課題解決

・舗装損傷個所の見落とし

残存する
技術的課題

将来的発展

・舗装だけでなく、倒木や交通状況の分析

備考

・引用元：日経XTECH（https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/ncr/18/00118/120700006/）

日経XTECH HPより引用



事例No.2 車両画像伝送・位置把握システムによる道路巡回業務の高度化

分類１ 維持管理 分類2 点検業務
技術提供元 山田技研株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇巡回車の車両画像、位置情報、キロポストを管理事務所でリアルタイムにモニタリング
・巡回車のエンジン始動に合わせ、リアルタイムで画像を伝送。
・本体を持ち運び、現場での撮影にも対応。
・記録した画像データをwebから簡単に閲覧が可能。

実現可能な
課題解決

・カメラの映像によるパトロール中の見落としの削減
・現場と事務所でリアルタイムに状況を把握

残存する
技術的課題

将来的発展

・AIによる損傷個所の自動解析

備考

・導入実績：国土交通省、仙台河川国道事務所、NEXCO東日本 東北支社、NEXCO東日本 新潟支社
・引用元：山田技研株式会社（https://www.yamada-giken.co.jp/）

山田技研株式会社HPより引用



事例No.3 道路パトロールシステムによる巡回業務の効率化

分類１ 維持管理 分類２ 点検業務

技術提供元 国際航業株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇カメラを用いた映像の蓄積とリアルタイム閲覧による現場対応の効率化
を図る。
・道路巡回、パトロールを支援するシステム。
・巡回車などにカメラ、GPSなどを搭載し画像を取得。
・取得した画像は位置情報とともにクラウド上でリアルタイム閲覧も可能。

実現可能な
課題解決

・災害時の現場対応の効率化
・カメラの映像によるパトロール中の見落としの削減
・過去の映像との比較

残存する
技術的課題

将来的発展

・カメラで取得した映像からAIによる路面解析
・損傷個所の自動解析

備考

・導入実績：国土交通省 土佐国道事務所 甲府河川国道事務所
・引用元：国際航業株式会社（https://www.kkc.co.jp/）

高精細ビューア

パトロール日誌（自動作成）



事例No.4 現地調査システムによる巡回業務の効率化

分類１ 維持管理 分類2 点検業務

技術提供元 国際航業株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇タブレットを用いたレポートや報告書・依頼書の作成の効率化
・車外に持ち出してその場で損傷個所の記録が可能
・その場で地図付きでレポート作成・送付が可能
・レポートはクラウド上にてリアルタイムで検索・閲覧・出力が可能

実現可能な
課題解決

・巡回業務の効率化・省力化
・リアルタイムで業者ごとの対応状況を把握

残存する
技術的課題

将来的発展

・カメラで取得した映像から自動でレポート
作成

備考

・導入実績：国土交通省 土佐国道事務所 甲府河川国道事務所
・引用元：国際航業株式会社（https://www.kkc.co.jp/）

現地レポート

現場作業



事例No.5 「スマートフォンによるアプリケーションを用いた道路管理の効率化」

分類１ 維持管理 分類2 点検業務

技術提供元 パシフィックコンサルタンツ株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇スマートフォンを用いた道路の日常管理業務の効率化・省力化を支援
・日常の道路管理業務にかかる手間暇を大幅に軽減。
・情報共有により、漏れや無駄のない効率的な道路管理の実現。
・蓄積した情報に基づいた適切な道路管理の支援。

実現可能な
課題解決

・対象のパトロールを簡単に検索、出力する事ができる
・巡回時の異常事象を素早く共有

残存する
技術的課題

将来的発展

・AI

備考

・導入実績：国、地方自治体の道路管理事務所（40か所以上）
・引用元：パシフィックコンサルタンツ株式会社（https://www.pacific.co.jp/）

パシフィックコンサルタンツHPより引用



事例No.6 河川管理における３次元データの活用

分類１ 維持管理 分類2 点検業務

技術提供元 国際航業株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇３次元データの取得により、河川巡視・点検へのドローン活用が図ることが出来る。
・河川巡視の効率化・安全性の向上。
・DBの構築、情報の蓄積と活用。
・3Dデータによる効率的・効果的な分析。

実現可能な
課題解決

河川維持計画の効率化を図る。
・現地作業の安全性、効率性の向上。・取得したデータの活用。

残存する
技術的課題

将来的発展

AI化や高精度デジタル地図により、さらなる自
動化が図れる。

備考

・引用元：国際航業株式会社（https://www.kkc.co.jp/）



事例No.7 河川水位計システムによる河川管理の高度化

分類１ 維持管理 分類2 点検業務

技術提供元 山田技研株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇商用電源不要、単独で水位計測データ・画像を取得可能
・ソーラーシステムにより電源不要で運用可能。
・水位グラフの表示期間は、1日／1週／1月の3種類のスパン切換えが可能。
・省電力カメラを装備し、水位計測と共に現場河川状況を画像で提供。
・インターネット経由でリアルタイムに閲覧のほか、過去データも表示・保存が可能。

実現可能な
課題解決

・現場に行かなくてもWeb上で水位状況を確認することが出来る。

残存する
技術的課題

将来的発展

・増水ペースや気象情報から事前に交通規制の
有無を予測する。

備考

・引用元：山田技研株式会社（https://www.yamada-giken.co.jp/）

山田技研株式会社HPより引用



事例No.8 港湾施設の維持管理支援システムCASPort

分類１ 維持管理 分類2 点検業務

技術提供元 一般財団法人港湾空港総合技術センター

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇施設情報や点検データの設定並びに結果の
まとめを行う「事務所用端末」と、施設点検
の記録を行う「現場点検用端末システム」
で構成。
・現場での点検作業や点検結果整理の効率化
・点検箇所と写真撮影箇所の紐づけが容易に
・点検診断結果から性能評価やライフサイク
ルコスト概算値を容易に求めることが可能。

実現可能な
課題解決

・維持管理実務の効率化
・維持管理に対する認識の向上

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

初期費用450,000円（税抜き） 年次利用料金100,000（税抜き）
・引用元：一般財団法人港湾空港総合技術センター（https://www.scopenet.or.jp/main/index.php）

一般財団法人港湾空港総合技術センター
HPより引用



事例No.9 道路デジタルメンテナンス戦略

分類１ 維持管理 分類2 点検業務

技術提供元 国土交通省

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇道路の安全・安心を確保するとともに、道路サービスレベルの維持向上を図る。
・道路の情報取集・状況把握分野
・道路の情報の統合化、維持管理計画立案分野
・道路の維持作業分野の３分野に分けてそれぞれどのよう効率化を進めていくのか記載されている

実現可能な
課題解決

・業務の効率化にあたり、国の動きを知ることが出来る。

残存する
技術的課題

将来的発展

・県や市町村単位で今後どのようにデジタル化
を進めていくのかの指針となる。

備考

・引用元：国土交通省（https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001345973.pdf）

国土交通省資料より引用



事例No.10 ICT機器導入による除雪作業の自動化

分類１ 維持管理 分類２ 凍結防止・除雪

技術提供元 国土交通省

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇ICT技術の導入により、除雪作業の自動化を行い、作業の効率化・安全性の向上を図る。
・除雪装置の自動制御（作業装置のマシンコントロール化）による除雪作業等の効率化と安全性の向上。
・熟練オペレーターの技術の伝承。
・デジタル化された惣社情報と地図データにより、作業装置を自動制御する。

実現可能な
課題解決

建設業界の人手不足を支援する。
・作業装置の煩雑な操作。・担い手不足のための熟練オペレーターの機械操作技術が若手に伝承されない
・安全確認や装置作業補助にため助手の粗糖場が必要

残存する
技術的課題

将来的発展

AI化や高精度デジタル地図により、さらなる自
動化が図れる。

備考

・引用元：国土交通省資料（https://www.road.or.jp/event/pdf/20211216-1.pdf）

国土交通省資料より引用



事例No.11 モバイルGISを用いた農地一筆調査支援システム

分類１ 維持管理 分類2 農地管理

技術提供元 農研機構

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇市町村が行う農地の現況確認業務を効率化
・PC用GISソフトとタブレット用モバイルGISアプリで構成。
・調査結果の入力、撮影写真の記録等現場で行う一連作業の効率化が可能。

実現可能な
課題解決

・膨大する遊休農地・荒廃農地の判定業務を効率化。
・現場作業・荷物負担の軽減。

残存する
技術的課題

将来的発展

・遊休農地、荒廃農地の自動判定

備考

・引用元：農研機構（https://www.naro.go.jp/index.html）

農研機構HPより引用



事例No.12 図面情報等の一元的管理による農地情報管理業務への活用 農地台帳システム「Agency for LGWAN」

分類１ 維持管理 分類2 農地管理

技術提供元 株式会社パスコ

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇農地に関係する様々な情報を連携させて可視化する
・地方公共団体専用の回線である「総合行政ネットワーク（LGWAN）」を利用したクラウドサービス
活用例：2 時期の人工衛星画像を用いて画像を比較して農地利用マップを作成。

衛星画像上に農地地番図を重ねて表示して地状況調査用の基礎資料を作成。

実現可能な
課題解決

農地利用状況把握の効率化。現地調査時の人員と時間の効率化。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・引用元：株式会社パスコ（https://www.pasco.co.jp/products/pcl_nouchi/）

株式会社パスコHPより引用

・人・農地プラン作成
・利用集積計画作成
・耕作放棄地解消計画策定
・農振農用地管理へ活用
・年齢別耕作者分布図の作成
・後継者の有無についての現況図作成等



事例No.13 衛星データ解析および機械学習による農地パトロールへの活用「ACTABA（アクタバ）」

分類１ 維持管理 分類2 農地管理

技術提供元 サグリ株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇デジタル地図上で農地の状態を把握するアプリ
・衛星データを使って農地の耕作状態を分析することで、農地パトロールの範囲を9割削減。
・地図を作らなくても、タブレット１つで 調査が可能。
・登録した農地の情報をデータ出力することで、国の台帳システムの入力を自動化。

実現可能な
課題解決

業務効率化。業務負荷の軽減。

残存する
技術的課題

将来的発展

土壌診断を行い、施肥量適正化による「肥料コ
スト削減」。
土壌より生じる温室効果ガスの把握と削減。

備考

導入実績：岐阜県下呂市、等40件以上
・引用元：サグリ株式会社（https://sagri.tokyo/）

サグリ株式会社HPより引用



事例No.14 情報の一元的管理による農地情報管理業務への活用 「農地管理システム」

分類１ 維持管理 分類2 農地管理

技術提供元 国際航業株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇農業情報を視覚的にわかりやすく、効率的かつ効果的に一元管理する
・農地（農家）台帳をベースに電算化し、地図情報システム（GIS）と連携。
・既存データを活かしたシステム構築
・農業施策に即した機能を提供

実現可能な
課題解決

農地利用状況把握の効率化。現地調査時の人員と時間の効率化。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・引用元：国際航業株式会社（https://www.kkc.co.jp/service/admin_support/agri_mng_sys.html）

国際航業株式会社HPより引用



事例No.15 管路の漏水検知

分類１ 維持管理 分類2 上下水道

技術提供元 国土交通省

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇平常時は、漏水検知技術による継続監視により総帥の早期発見が可能となり、漏水量の削減を実現するととも
に、人件費等のコスト削減を図る。
〇災害発生時は、早期に漏水箇所を特定することにより迅速な復旧が可能となり、断水解消の早期化を図る。

実現可能な
課題解決

・人件費等のコスト削減
・災害時の断水早期解消

残存する
技術的課題

将来的発展

センサーによる劣化箇所の検知、またその予測

備考

国土交通省資料より引用



事例No.16 道路施設維持管理システム導入による管理業務の効率化

分類１ 維持管理 分類２ データベース

技術提供元 国際航業株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇道路施設台帳・定期点検情報のデータベース化により管理の効率化・高度化を図る。
・維持管理・更新情報から基本情報のリスト化。地図（GIS）上での結果閲覧、色分け表示。
・クラウドを用いた事業者・職員との情報の共有化。
・点検結果や補修記録を用いて、劣化予測シミュレーション等の分析・解析から維持管理計画の策定を支援。

実現可能な
課題解決

・事業者と職員の認識齟齬の解消
・職員業務の効率化
・点検業務の有効活用

残存する
技術的課題

将来的発展
・AIによる劣化予測の精度向上
・自動長寿命化計画策定

備考

・導入実績：▪パッケージ導入
和歌山県、三郷市、柏市、葛飾区、静岡市、鈴鹿市、交野市、神戸市、徳島市、高知市、福岡市、鹿児島市
▪照明灯管理のみ導入
広島県、古河市、川口市、八潮市、市原市、袖ケ浦市、八街市、立川市、府中市(東京都)、調布市、町田市、
狛江市、稲城市、小田原市、四日市市、大和郡山市、熊本市

・引用元：国際航業株式会社（https://www.kkc.co.jp/）

職員

点検・工事業者 Cloud 等

※クラウド上で構築できない場合、
データの一括入力機能で簡単取込

住民



事例No.17 情報共有システムASPサービスによる工事管理業務の効率化

分類１ 維持管理 分類2 データベース

技術提供元 関東地方整備局

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇工事施工中、業務履行中に受発注間で発生する書類等をインターネットを利用して提出・決済するシステム。
・工事施工後には一元化された情報を基に電子納品データの作成が容易に。
・スケジュール管理や電子会議室、電子掲示板等受発注者間のコミュニケーションを促進。
・インターネットを利用していつでもどこでもシステムの利用が可能に。

実現可能な
課題解決

・資料の保管・管理作業の軽減
・監督体制の強化
・間接経費削減（移動費、人件費他）

残存する
技術的課題

将来的発展

・AIによる効率的な工期スケジュールの策定

備考

・引用元：関東地方整備局情報共有システム（http://www.ktr.mlit.neo-calsec.com/）より引用

関東地方整備局情報共有システム
HPより引用



事例No.18 空き家データベースとリモートセンシングデータによる空き家対策への活用

分類１ 維持管理 分類2 データベース

技術提供元 空き家活用株式会社、サグリ株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇空き家のDX（デジタルトランスフォーメーション）化
・空き家データベースとリモートセンシングデータをAI（人工知能）を活用して分析

■空き家データベース：調査員がタブレット端末で空き家の写真を撮影し、物件の状態などの情報も含めてデータベース化。
所有者情報(登記簿情報)を加えることで、所有者と直接コンタクトが取ることができるようになる。

■リモートセンシングデータ：人工衛星による熱赤外画像等

実現可能な
課題解決

・空き家情報のデータベース化
・空き家情報の管理の省力化

残存する
技術的課題

将来的発展

・各種データベースとの連携

備考

・引用元：空き家活用株式会社（https://aki-katsu.co.jp/index.html#top）
・引用元：株式会社ジチタイワークス（ https://jichitai.works/article/details/350）
・引用元：ハーチ株式会社 （https://hedge.guide/news/aki-katsu-202009.html）

ハーチ株式会社HPより引用



事例No.19 FMoT-DB管理システムによる施設の維持管理の支援

分類１ 維持管理 分類2 データベース

技術提供元 東急建設株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇保有施設の運用管理業務におけるあらゆる局面、対象物の管理業務を省力化・高品質化
（例）営繕工事・設備点検・各種台帳・ファイル（図面・写真・書類）管理など

実現可能な
課題解決

図面・書類・写真が山積状態で場所をとっており整理したい。活用したい
埋没しがちな修繕工事の履歴・コスト情報を管理し、修繕・維持メンテを計画的に実施したい
特定の専任者だけではなく、部署全員が使える扱いやすいシステムが欲しい
システム開発会社に依存せず、自部門で自由に拡張カスタマイズしたい

残存する
技術的課題

将来的発展

・市の職員全体で施設に関する情報を共有

備考

導入実績：
・20年の実績でバージョン18、納品システムの累計は140本超
・引用元：（https://www.tokyu-cnst.co.jp/technology/1816.html）

東急建設株式会社HPより引用



事例No.20 ICTアドバイザー制度によるICT施工のコミュニケーション向上

分類１ 施工 分類2 自動施工

技術提供元 国土交通省関東地方整備局

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇ICTアドバイザー制度の導入
・ＩＣＴ施工関係に熟練した技術者から、
必要な時に実践的な支援等を受ける
ことが可能。
〇ICTメールセンターの設置
・ICT施工に関連する疑問や相談について
技術者や発注担当者が専門的に回答する
窓口を設置。
〇施工希望者Ⅱ型（3Dチャレンジ型
（試行））を継続
・ICT施工に関するアドバイスが無料で
受講可能。
・着工前なら3Dチャレンジの取りやめも
可能。
・着工後の工事でも、起工測量実施前で
あれば、技術支援を希望することも可能。

実現可能な
課題解決

・ICTに関する理解度の向上
・ICT施工の工数増加

残存する
技術的課題

将来的発展

・適切なICT施工の実施
・ICT施工の豊富な実績

備考

・引用元：国土交通省関東地方整備局（https://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm）

国土交通省資料より引用



事例No.21 自動スライド型枠によるダム建設への活用「自動スライド型枠」

分類１ 施工 分類2 自動施工

技術提供元 鹿島建設株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇クレーンを使用せずに型枠のスライド作業を全自動化
ダム等の大型構造物において、油圧ジャッキによるセルフクライミング装置と、電動モータを動力とした鋼製型
枠の自動脱枠・水平移動機構を組み合わせ、一連の型枠スライド作業をクレーン作業なしで全自動化。
・全ての電動モータ及び油圧ジャッキを同時に制御。
・型枠スライドに必要な一連の作業（脱枠、水平移動、スライド、セット）を全て自動で行う。
・1人の作業員がタブレット端末で操作する。

実現可能な
課題解決

特殊技能労働者でなくても作業を行うことがきる。
誰でも同じ精度で作業することが可能。
作業の省力化・平易化により、生産性が向上。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・導入実績：大分県大分市（大分川ダム建設工事）、北海道三笠市（新桂沢ダム堤体建設工事）、
福岡県朝倉市・東峰村（小石原川ダム本体建設工事）

・引用元：鹿島建設株式会社（https://www.kajima.co.jp/welcome-j.html）

鹿島建設株式会社HPより引用



事例No.22 建設機械の自動化による次世代の建設生産システム「A4CSEL®（クワッドアクセル）」

分類１ 施工 分類2 自動施工 チェック機能

技術提供元 鹿島建設株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇自動化された建設機械が自律・自動運転を行い、必要最小限の人員で多数の機械を同時に稼働させる
・汎用の建設機械にGPSなどの計測機器及び制御用PCを搭載することによって自動機能を付加し、自動運転。
・熟練オペレータの操作データを収集・分析し、自動運転の制御方法に取り入れているため、
熟練オペレータと同等の品質が得られる。
・リアルタイムでの周辺状況などの計測結果から、自動停止、自動再開などの
機能を備え、安全性を確保した自律運転を実現。

実現可能な
課題解決

熟練技能者不足と高齢化だけでなく建設作業者全体は大幅な減少傾向にあるが、少人数でも多数の建設機械を扱
うことが可能。
労働災害件数の発生率を抑えられる。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・導入実績：福岡県那珂川市（五ケ山ダム堤体建設工事）、大分県大分市（大分川ダム建設工事）、
福岡県朝倉市・東峰村（小石原川ダム本体建設工事）、秋田県東成瀬村（成瀬ダム堤体打設工事）

・引用元：鹿島建設株式会社（https://www.kajima.co.jp/welcome-j.html）

鹿島建設株式会社HPより引用



事例No.23 図面管理アプリ使用による現場作業への活用

分類１ 施工 分類2 チェック機能

技術提供元 スパイダープラス株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇クラウドサーバーを使った図面管理iPad/iPhoneアプリ
・図面や資料を電子化。
・作業記録や指摘内容はクラウドで管理集約。

実現可能な
課題解決

業務効率化。
常に最新の状況を共有できる。
現場への携行物を大幅に削減。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

導入実績：牧野電設株式会社、埼玉建興株式会社、西田工業、等
・引用元：スパイダープラス株式会社（https://spider-plus.com/）

スパイダープラス株式会社HPより引用



事例No.24 クラウドサービスでつなぐことによる工程管理への活用

分類１ 施工 分類2 チェック機能

技術提供元 株式会社フジタ

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇施工の進捗や出来形の情報が、すべての現場の担当者へリアルタイムに共有できる
・すべての施工情報をクラウドサービスにつなぎ、マップ上で視覚的に把握できる。

実現可能な
課題解決

各オペレーターの連携作業がスムーズになる。
建設機械の手持ち時間が大幅に短縮できる。
施工量の生産性向上が可能。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・導入実績：東海環状広見地区西道路建設工事(岐阜県)
・引用元：株式会社フジタ（https://www.fujita.co.jp/）

株式会社フジタHPより引用



事例No.25 重機搭載レーザースキャナーによる土工事の出来形管理への活用「重機搭載レーザー計測システム」

分類１ 施工 分類2 測量 チェック機能

技術提供元 株式会社フジタ、ジオサーフ株式会社、ジオサーフCS株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇重機オペレーターが作業中に出来形座標を取得できる技術
・重機搭載レーザースキャナとGNSS受信機、傾斜計が計測を行い、運転席の解析モニタに表示にされて
リアルタイムに出来形良否判定が可能。

実現可能な
課題解決

測量作業の省力化。
品質と生産性の向上。
雨天・強風など作業環境や天候の影響を受けずに安定した測量ができる。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・導入実績：土岐口開発造成工事（岐阜県）
・引用元：株式会社フジタ（https://www.fujita.co.jp/）

株式会社フジタHPより引用



事例No.26 UAV測量による３次元測量データの取得

分類１ 施工 分類2 測量

技術提供元 株式会社CSS技術開発

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇UAVレーザー測量
・UAVにカメラではなく3次元レーザースキャナ（LS）を搭載し、上空から3次元レーザー測量を行う方法。
・山間部や伐採前の地形測量で特に活用
〇UAV写真測量
・UAVに取り付けたカメラで垂直写真を撮影し、撮影した写真から3次元地形データを復元する測量方法。

実現可能な
課題解決

・人が入れないような危険な測量が可能
・測量業務の効率化

残存する
技術的課題

将来的発展

・測量したデータから最適な設計図の自動作成

備考

・引用元：株式会社CSS技術開発（https://www.css24.jp/）

株式会社CSS技術開発HPより引用



事例No.27 3D点群処理システムによる造成現場効率化への活用「TREND-POINT」

分類１ 施工 分類2 測量

技術提供元 福井コンピュータ株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇UAV(無人機)による現場の空撮から3D点群データ作成、土量計算までを、3次元CADなしで行えるシステム
群データを読み込むだけで土量計算や地表面モデルの作成などを行う
・3次元CADに代わって3D点群データを現場の技術者全員が活用できる
・3次元CADで描かれた関係形状の図面も、LandXML形式で読み込み、現場の点群データと比較することが可能。
・点群データのノイズを自動的に取り除く様々なフィルタリングが機能。

実現可能な
課題解決

作業人員の大幅削減。
施工の効率化。
工期短縮とコスト削減。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・導入実績：大林組、奥村組土木興業株式会、等50社以上
・引用元：福井コンピュータ株式会社（https://const.fukuicompu.co.jp/）

福井コンピュータ株式会社HPより引用



事例No.28 ドローン撮影により建設現場写真を解析することで3次元地形データ作成

分類１ 施工 分類2 測量

技術提供元 株式会社大林組

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇建設現場上空からドローンで地上を撮影し、写真測量を行い地上の形状を計測する
・ドローンの飛行時間は数十分で完了。
・GPSを使用して設定したルートを自動で飛行。
・現地に直接立ち入る必要がない。
・標定点が不要なドローンシステムの運用を一部の現場で開始している。

実現可能な
課題解決

人力での測量に比べ現場での作業時間が短縮。
人が立ち入れない場所でも測量が可能なため安全に測量できる。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・導入実績：50件以上
・引用元：株式会社大林組（https://www.obayashi.co.jp/）

株式会社大林組HPより引用



事例No.29 kintoneによるモバイルワークの構築

分類１ 窓口・効率化 分類2 基幹業務効率化

技術提供元 サイボウズ株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇ニーズに沿った対面開発によるモバイルワークの環境整備実現
・モバイルワークによるペーパーレス化。
・職員によるアプリを開発により現場のニーズを実現。
・庁外での業務でも効率的な情報共有の実現。

実現可能な
課題解決

・モバイルワーク体制の構築
・情報の共有化により縦割り体制の改善

残存する
技術的課題

将来的発展

・スマホ一台で業務が可能に
・業務データの解析

備考

・導入実績：堺市
・引用元：サイボウズ株式会社（https://cybozu.co.jp/）

サイボウズ株式会社HPより引用



事例No.30 AIチャットボットNEC自動応答

分類１ 窓口・効率化 分類2 基幹業務効率化

技術提供元 日本電気株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇NEC独自のAI技術（テキスト含意認識技術）を活用した問い合わせ業務の効率化
・AIにより自然文の多彩な表現を認識。
→自然文の多様な表現を認識することが可能となり、高精度・高速に質問回答。
・外部連携API搭載による高い拡張性
→社内業務システムと連携しAIチャットボットによる作業代行まで対応可能。
・クラウド、オンプレどちらでもOK
→セキュリティ要件の厳しいお客様やプライベートクラウド運用されているお客様向けに、クラウドサービスだ
けでなく、オンプレミスの提供も可能。

実現可能な
課題解決

・情報検索の効率化
・簡単な問い合わせの自動応答
・チャットボットでの誘導

残存する
技術的課題

将来的発展

・内部データベースとの連携

備考

導入実績：大阪府、埼玉県、小田原市
・引用元：日本電気株式会社（https://jpn.nec.com/auto-rep/index.html?）

日本電気株式会社HPより引用



事例No.31 自治体DX推進手順書

分類１ 窓口・効率化 分類2 基幹業務効率化

技術提供元 総務省

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇「デジタル・ガバメント実行計画」における自治体関連の各施策 について、着実にDXに取り組めるよう作成
されたものが「自治体DX推進手順書」である。
〇先行する自治体の事例を
まとめた参考事例も提供。

実現可能な
課題解決

・DXに取り掛かるきっかけとなる。
・DX事業に取り掛かるうえでの指針となる。

残存する
技術的課題

将来的発展

・自治体におけるDX 推進課の促進

備考

・引用元：総務省（https://www.soumu.go.jp/index.html）

総務省資料より引用



事例No.32 議事録作成支援クラウドサービス

分類１ 窓口・効率化 分類2 基幹業務効率化

技術提供元 株式会社アドバンストメディア

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇音声アップロード型のクラウドサービス。運用に応じて従量・定額から料金選択が可能
・PCとインターネット環境さえあればどこでも使えるクラウドサービス
→音声認識用の専用端末は不要。録音データをアップロードすることで自動的に処理を開始。
・部署レベルの少人数から大企業の全社員利用まで幅広い運用が可能

実現可能な
課題解決

・各種業務の効率化
・議事録作成業務の省力化

残存する
技術的課題

将来的発展

・各種データベースとの連携

備考

導入実績：沖縄県庁、福島県庁、岩手県一関市役所、東京都港区
・引用元：株式会社アドバンストメディアHP
（https://www.advanced-media.co.jp/products/service/provoxt）

株式会社アドバンストメディア
HPより引用



事例No.33 共通連絡ツール及びクラウド名刺管理サービス

分類１ 窓口・効率化 分類2 基幹業務効率化

技術提供元 Sansan株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇人脈の可視化、担当部署間での効率的な連携を実現。
・名刺データ化：名刺をスキャンするだけでデータベース化。スマートフォンアプリでの利用可能。
・顧客管理：人事異動情報の通知、グルーピングが可能。
・コミュニケーション機能：社内でのメッセージツールとして活用が可能。
・その他：CSV出力やOpen APIにより外部アプリケーションでの活用が可能。

実現可能な
課題解決

・名刺管理の効率化
・人脈情報の共有、可視化

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

導入実績：経済産業省、徳島県、北九州市
・引用元：Sansan株式会社（https://jp.sansan.com/function/）

Sansan HPより引用



事例No.34 マルチタスク車両を活用したオンデマンド医療MaaS実証実験

分類１ 窓口・効率化 分類2 住民サービス

技術提供元 三重広域連携スーパーシティ推進協議会

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇マルチタスク車両を活用し、オンライン診療、受診勧奨、保健指導等の社会福祉、社会保険、保健
衛生のあらゆる分野での活用可能性を検討し、6町連携を含めた事業性を検証する。
・公共交通の利便性向上。
・地域の健康増進。

実現可能な
課題解決

・高齢化に伴う交通弱者への交通手段
・医療、介護、福祉の提供

残存する
技術的課題

将来的発展

・車両の自動運転

備考

・引用元：経済産業省中部経済産業局（https://www.chubu.meti.go.jp/c32automobile/211101/index.html）

スマートシティ官民連携
プラットフォーム資料より引用



事例No.35
Grafferスマート申請によりPCブラウザ、スマートフォン、タブレット等から住民票などの証明書を発送、
キャッシュレス決済

分類１ 窓口・効率化 分類2 申請業務

技術提供元 株式会社グラファー

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇電子証明書の取得コストの削減、取得までの手間やストレスの最小化を図る。
・スマートフォン１つで全ての手続きが可能。
・既存の運用やシステムと連携できる。
・マイナンバーカードと公的個人認証サービスを用いた本人確認に対応。

実現可能な
課題解決

・窓口職員の業務の省力化
・窓口まで行くのが困難な高齢者の支援

残存する
技術的課題

将来的発展

・資格の更新等あらゆる窓口業務のオンライン
化

備考

・導入実績：和泉市、袋井市、横浜市、名古屋市、札幌市、福岡市、神戸市、京都市、北九州市、八王子市、大分市、
秋田市、加古川市、佐世保市、港区、つくば市、宝塚市、呉市、伊丹市、安城市、宇部市、守口市、土浦市、桑名市、
稲沢市、戸田市、松原市、富田林市、鹿屋市、大野城市、近江八幡市、泉大津市、犬山市、志木市、丹波市、千曲市、
直方市、四條畷市、白岡市、野洲市、能美市、小諸市、南陽市、島本町、嬉野市、揖斐川町、東京都、滋賀県

・引用元：株式会社グラファー（https://graffer.jp/）

株式会社グラファー
HPより引用

必要情報の入力 本人確認 キャッシュレス決済



事例No.36 自治体向けSaaS（Software as a service）型電子申請ソリューション

分類１ 窓口・効率化 分類2 申請業務

技術提供元 富士通株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇電子申請による窓口業務の効率化と高いセキュリティ対策
・徹底したコストダウン。
→国自治体が接続されているLGWAN（総合行政ネットワーク）に加えて、IDC（インターネットデータセン
ター）を共通インフラとすることにより、
大幅なコスト削減を実現
・利用率向上に向けた対策。
→利用者ニーズのある、多種多様な
電子申請を素早く取りそろえることが可能
・堅牢なセキュリティ対策。
→セキュリティ対策への対応を、
IDCにおいて一元的・包括的に実施

実現可能な
課題解決

・申請業務の電子化
・ペーパーレス化

残存する
技術的課題

将来的発展

・データベースシステムとの連携による一元
管理

備考

導入実績：長野県
・引用元：富士通株式会社（https://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/public-sector/local-
government/featurestory/080204.html）

富士通株式会社HPより引用



事例No.37 AIによる電話業務の自動化「AI電話サービス」 【実証実験】

分類１ 窓口・効率化 分類2 申請業務

技術提供元 株式会社NTTドコモ

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇お問い合わせ窓口や予約受付など、従来の電話対応をAIが代わりに行うクラウドサービス
・クラウドサービスのため保守費が不要で導入もスピーディーで簡単。
・低コスト運用。
・柔軟に拡張できる。
・高いセキュリティを確証。

実現可能な
課題解決

・同系統の問合せに対して、応答が自動化されることで受電者の負担軽減と少人数化。
・24時間365日対応が可能。
・高齢者等に、自治体や支援機関からの安否確認や健康観察などの架電が毎日可能。

残存する
技術的課題

将来的発展

・緊急時の自治体と住民との自動連絡。

備考

・実証実験：奈良県
・引用元：株式会社NTTドコモ（https://www.nttdocomo.co.jp/）

株式会社NTTドコモHPより引用



事例No.38 カメラ映像解析による歩行者間のソーシャルディスタンシング判定 【実証実験】

分類１ 基盤情報 分類2 ３Ｄ都市データ

技術提供元 日本電気株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇映像内の場所と大きさの関係を計算することで人と人の距離を高精度に求めることのできるソーシャルディス
タンシング判定。
・施設に設置したカメラの映像を個人情報保護に配慮した形で利用。
・カメラ映像を解析することで、ソーシャルディスタンシングの確保状況を可視化。
・解析した人流データを3D都市モデル 上に重ね合わせ、対象エリアの混雑状況混雑状況を分かりやすく可視化。

実現可能な
課題解決

各日の時系列の推移から、各日の人数カウントだ けでなく、平日と土日の比較も可能となった。
混雑度のヒートマップとソーシャルディスタンシング判定結果を同時に表示することで、各デー タセットを単
独で可視化した場合よりも、エリアの混雑状況をより的確に把握できる。

残存する
技術的課題

カメラの画角範囲やカメラ画像解析で補足され
る人流の通行範囲など、可視化に適した位置情
報をデータを重ね合わせるなど、位置情報の加
工または新規作成が必要。

将来的発展

交通・公共施設や観光地等におけるデジタル
マーケティングや感染防止対策、ルート案内や
スタッフ配置計画等への活用が期待できる。

備考

・実証実験例：栃木県宇都宮市
・引用元：日本電気株式会社（https://jpn.nec.com/people-flow/index.html）
・引用元：国土交通省 Project PLATEAU（https://www.mlit.go.jp/plateau/）

日本電気株式会社HPより引用
国土交通省 Project PLATEAU HPより引用



事例No.39 3D化した浸水想定区域図を活用し「垂直避難」が可能な建物を可視化 【実証実験】

分類１ 基盤情報 分類2 ３Ｄ都市データ 防災

技術提供元 株式会社三菱総合研究所

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

○垂直避難可能な建築物の可視化等を踏まえた防災計画検討
・地域の洪水による浸水リスクを3D都市モデルを用いて三次元的に可視化。
・「垂直避難」が可能な建物を都市スケールでピックアップ。

実現可能な
課題解決

自宅等が垂直避難可能か否か、あるいは周辺に垂直避難可能な建物があるか否かを事前に把握することが可能と
なった。垂直避難を取り入れた防災政策の高度化。

残存する
技術的課題

将来的発展

CityGMLのセマン ティックモデルの特長を活か
すことで、より分析的で高度な防災対策の立
案・実施が可能となる。

備考

・実証実験例：福島県郡山市
・引用元：国土交通省 Project PLATEAU（https://www.mlit.go.jp/plateau/）

国土交通省 Project PLATEAU HPより引用



事例No.40 東京都オープンデータカタログサイト

分類１ 基盤情報 分類2 オープンデータ

技術提供元 東京都

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇東京都内のオープンデータの流通・利活用の推進を図る。
・東京都に関する様々な情報を調べられる。
・都政に関する重要なデータを分かりやすく確認できる。
・スマートフォンアプリ等の開発に活用できる。

実現可能な
課題解決

・オープンデータ化による行政の動きを住民に公表
・都政に関する重要なデータの検索・閲覧が容易に
・スマートフォンアプリ等の開発に活用

残存する
技術的課題

将来的発展

・様々なジャンルの民間企業とともに街づくり
が出来る。

備考

・引用元：東京都（https://www.metro.tokyo.lg.jp/）

１． 防災・災害計画
２． 治安
３． まちづくり
４． 人口減少、少子高齢化
５． 医療・福祉
６． 生活
７． 税金
８． 観光
９． オリンピック、パラリンピック
１０．芸術文化
１１．産業雇用創出
１２．環境
１３．交通情報
１４．その他

以下１４のカテゴライズに分けられている

東京都オープンカタログ
サイトHPより引用



事例No.41 ひろしまサンドボックス

分類１ 基盤情報 分類2 オープンデータ

技術提供元 広島県 ひろしまサンドボックス事業事務局

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇民間プレイヤーの知見と活力を活用した実証実験等を行う官民共創の仕組み。
・AI/IoT、ビッグデータ等の最新のテクノロジーを活用することにより、広島県内の企業が新たな付加価値の創
出や生産効率化を図る。
・技術やノウハウを保有する県内外の企業や人材を呼び込み、様々な産業・地域課題の解決をテーマとして共創
で試行錯誤できるオープンな実証実験として主に運用されている。

実現可能な
課題解決

・DX推進のための人的資源の確保
・県の取り組みの公表
・県のPR活動

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・引用元：ひろしまサンドボックス事業事務局（https://hiroshima-sandbox.jp/）

ひろしまサンドボックスHPより引用



事例No.42 エールラボえひめ

分類１ 基盤情報 分類2 オープンデータ

技術提供元 愛媛県

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇自分たちの周りにある愛媛の課題を自分たちの力で解決するためのプラットフォームとして運用。
・自分事として解決したい課題と熱意を持った事業者、団体、個人、自治体の為のデジタルプラットフォーム
・プロジェクト実行に向けての仲間づくり、愛媛県からのプロジェクト支援として活用。

実現可能な
課題解決

・DX推進のための人的資源の確保
・県の取り組みの公表
・県のPR活動

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・引用元：エールラボえひめ（https://yell-lab.ehime.jp/）

エールラボえひめHPより引用



事例No.43 国土交通データプラットフォーム

分類１ 基盤情報 分類2 オープンデータ

技術提供元 国土交通省

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇「i-Construction」の取り組みで得られる３次元データを活用するためのデータプラットフォーム。官民が保
有する様々な技術やデジタルデータとの連携を可能にし、新たな価値の創造を狙う。
扱うデータの一例として
・オンライン電子納品のICT土工工事成果品
・施設の諸元・点検データ
・交通・人流データ

実現可能な
課題解決

・都市環境の改善 ・スマートシティの実現
・物流の効率化
・観光振興の推進等

残存する
技術的課題

将来的発展

・新たなモビリティサービスの実現
・通行者への影響を最小限にする施工や、維持
管理が高度化されるインフラ社会の実現

備考

・引用元：国土交通省（https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001341855.pdf）

国土交通省資料より引用



事例No.44 隣接季節構造物の把握、隔離確認【トンネル】

分類１ 基盤情報 分類2 BIM/CIM

技術提供元 国土交通省

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇近接影響の範囲を図るためにトンネルの
BIM/CIMモデルを作成。
〇線形モデルや地質縦断図をモデルに反映
させるとともに構造物モデルは支保パターン
の変化が分かるように色分けした。
また、設計時の属性情報も付与した。

実現可能な
課題解決

・位置関係の可視化により対策工事の検討に活用
・後工程となる施工者への申し送り事項伝達の円滑化

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・引用元：国土交通省（http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimExamplesR2.pdf）

国土交通省資料より引用



事例No.45 点群データを使用した出来形の面的管理【トンネル】

分類１ 基盤情報 分類2 BIM/CIM

技術提供元 株式会社井木組

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇点群データによる出来高管理に関わる作業人数・作業時間
を削減。
・地上型レーザスキャナを用いて杭・躯体の出来形の点群データ
を測定し、ヒートマップを用いた面的管理。
・作業人数を50％、作業時間を23％を削減することが出来た。
・現場事務所および発注事務所からでも状況確認が可能、
現場立ち合い回数を削減。
・出来形計測作業の軽減、出来形
管理写真の撮影不要、出来形図の
作成の簡素化により、作業人員と
作業時間を削減が可能。

実現可能な
課題解決

・作業人員・作業時間の削減
・現場立ち合い回数削減

残存する
技術的課題

・雨天・降雪時はレーザスキャナ測定が不能
・精緻なデータ取得の為、複数回計測が必要
・一連の操作が出来る人材育成

将来的発展

備考

・引用元：国土交通省（http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimExamplesR2.pdf）

国土交通省資料より引用



事例No.46 橋梁の景観及び形式の比較検討【橋梁】

分類１ 基盤情報 分類2 BIM/CIM

技術提供元 国土交通省

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇BIM/CIMモデル作成による周辺環境との調和性を比較・検討
と橋梁の景観形式を比較。

実現可能な
課題解決

・全体景観との調和性を比較案毎に確認が可能
・短時間での認識の共有

残存する
技術的課題

・最終案以外のモデルも作成する為、時間を要
する。 将来的発展

備考

・引用元：国土交通省（http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimExamplesR2.pdf）

国土交通省資料より引用



事例No.47 橋梁梁部の排水管と検査路の干渉確認【橋梁】

分類１ 基盤情報 分類2 BIM/CIM

技術提供元 国土交通省

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇構造物の干渉確認と設計図の修正
・設計対象の橋梁において排水管と監査路が
近接していた。そこで干渉状況の把握と回避
方法の検討の為BIM/CIMモデルを作成。

実現可能な
課題解決

・モデルを作成することで事前に干渉の回避が可能
・構造を容易に確認することが可能

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・引用元：国土交通省（http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimExamplesR2.pdf）

国土交通省資料より引用



事例No.48 BIM/CIMモデルを活用した事業説明・関係者間協議

分類１ 基盤情報 分類2 BIM/CIM

技術提供元 北海道開発局

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇地元住民への事業説明にBIM/CIMモデルを活用
・地元住民を対象とした親子見学会でのBIM/CIM
モデルの活用。
・地元住民に工事への理解を深めてもらうことが
可能。

実現可能な
課題解決

・工事への理解度
・事業説明の理解度向上

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・引用元：国土交通省（http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/bimcimExamplesR2.pdf）

国土交通省資料より引用



事例No.49 プローブ情報による道路交通情報サービスへの活用【実証実験】

分類１ 人流・MaaS 分類2 プローブ情報、渋滞、交通流、規制

技術提供元 VICS(一般財団法人 道路交通情報通信システムセンター)、JARTIC(日本道路交通情報センター)

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇従来の「道路交通情報」に加え「道路を走るクルマからの情報」を収集することによって、
より多くの道路交通情報を提供する。
・2020年4月より実証実験がスタート。

実現可能な
課題解決

今まで情報がなかった道路にも情報が提供されるようになる。
通信で渋滞情報を取得する機能がない機種でも、FM VICSのみでプローブ情報が取得・活用できる。

残存する
技術的課題

最高速度が低い路線もしくは、信号待ちの多い
路線は車両の走行速度が低いため、渋滞してい
なくても渋滞表示がでる。

将来的発展

渋滞の大幅な軽減とCO2のさらなる削減。
自動運転化に備えた精緻な道路交通情報網の構
築。

備考

・実証実験エリア：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、北海道(札幌エリア)、
大阪府、愛知県

・引用元：VICS（https://www.vics.or.jp/sp/everyone/special/）

VICS HPより引用



事例No.50 バス情報のオープンデータ化によるバス車両の位置情報把握に活用「BUSitバスロケ」「BUSitバスイット」

分類１ 人流・MaaS 分類2 公共交通利便性

技術提供元 株式会社タウンクリエーション

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇リアルタイムでバスの運行位置や到着予測時刻などを利用者へ案内できるシステム
・バス車両にGPS装置や通信装置を搭載
・簡易ナビ機能でヒューマンエラーを防止。
・利用者はwebURLやバス停QRコードステッカーでサイトへアクセス

実現可能な
課題解決

GPS位置データの取得により、バス車両の的確な位置情報を把握することができ、利用者からの問い合わせや、
緊急時の迅速な対応が可能となる。早発防止機能や、間違えやすい場所や迂回運行期間など、簡易ナビ機能で
ヒューマンエラーを防止できる。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・導入実績：広島電鉄㈱、広島バス㈱、広島交通㈱、広交観光㈱、芸陽バス㈱、備北交通㈱、エイチ・ディー西広島㈱、
㈱フォーブル(旧:第一タクシー)、広島県空港振興協議会㈱、広島県府中町㈱、広島県廿日市市㈱、㈱ささき観光、江田島バス㈱、
江田島デマンドタクシー㈱、中国ジェイアールバス㈱、中国ジェイアールバス㈱、㈲君田交通、等
・引用元：株式会社タウンクリエーション（https://www.towncreation.com/）

※参考 広島電鉄（https://www.hiroden.co.jp/topics/2021/0817-kuruken.html）

利用者：BUSitバスイット

株式会社タウンクリエーション HPより引用

企業：BUSitバスロケ（インバウンド対応）



事例No.51 CCTVカメラを用いた交通障害検知システム

分類１ 人流・MaaS 分類2 交通円滑化

技術提供元 国土交通省

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇立ち往生車両の迅速な認知による道路管理の効率化・省力化が図れる。
・AIによる画像解析技術を用いた交通障害認知システムにより交通障害日亜して迅速な地王が可能に。
・人の目による見落とし等のカバー率向上。

実現可能な
課題解決

・立ち往生車両への迅速な対応

残存する
技術的課題

将来的発展

・停車車両だけでなく、倒木や事故への対応

備考

・引用元：国土交通省資料（https://www.road.or.jp/event/pdf/20211216-1.pdf）

国土交通省資料より引用



事例No.51 クラウド型タクシー配車システム「電脳交通」

分類１ 人流・MaaS 分類2 配車、公共交通利便性

技術提供元 電脳交通株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇クラウド型タクシー配車システム
・初期費用も保守・点検も安価で常に最新機能が使用できる。
・導入時にサーバーや周辺機器は不要。車内機器も少なく操作もシンプル。
・導入後のメンテナンス・保守も電脳交通が行うので負担が軽い。
・電話・配車・無線を1画面に集約し配車係の操作はシンプルで、配車係が車載器をまとめて操作できる。
・自動配車機能、アナライザー機能、配車システムとメーターの連動など、追加機能も充実している。

実現可能な
課題解決

タクシーの配車ルール最適化や適切な経路を瞬時に表示できる機能などによる業務効率化・低コスト化。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・導入実績：滋賀エムケイ株式会社（滋賀県大津市）、井村輸送株式会社（奈良県香芝市）、皆生タクシー株式
会社（鳥取県米子市）、株式会社港タクシー（鳥取県境港市）、等導入エリアは35都道府県以上
・引用元：電脳交通株式会社（https://cybertransporters.com/）

※参考 株式会社 PR TIMES（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000053640.html）

電脳交通株式会社 HPより引用

初期費用安く導入、常に最新機能が使える
クラウド型タクシー配車システム

電脳交通のクラウド配車システム
だからこそ多くのメリット

タクシー会社の意見を最優先に、
年600回の機能アップデート

自動配車、リモート配車、動態管理、
詳細住宅地図、全体の業務効率化に
つながる様々な機能



事例No.52 ビックデータ解析による高精度な自動配車クラウド「Loogia（ルージア）」

分類１ 人流・MaaS 分類2 配車、渋滞、交通流、規制

技術提供元 株式会社オプティマインド

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇誰でも最適で高精度な配車計画・配送ルートを作成できる「自動配車クラウド」
・アナログで行っていた集配順序の決定をシステム化。
・集配先の位置確認やルート決めなどを自動で行う。
・配達の進捗や再配達などの集配状況に応じて
ルートを再計算。

実現可能な
課題解決

配車機能を内製化することで、物流コスト削減や配送業務の効率化・可視化を実現。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・導入実績：佐川急便株式会社、株式会社ローソン、関西陸運株式会社、イケア・ジャパン株式会社、等
・引用元：株式会社オプティマインド（https://www.optimind.tech/）

株式会社オプティマインドHPより引用

高精度な経路探索で計画通りに
配送できる「ズレない」自動配車を実現。

「最適化」された配車計画・配車ルートで
車両台数と人件費を削減。

シンプルなＵＩで、誰でも簡単に配車・配
送。



事例No.53 携帯電話ネットワークの仕組みと、過去の渋滞実績や交通流等情報による渋滞予知への活用「ドラぷら」

分類１ 人流・MaaS 分類2 渋滞、交通流、規制

技術提供元 東日本高速道路株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇リアルタイムの渋滞・規制情報から、今後の規制予定、渋滞予測情報までチェックできる
・昼時点の人口統計から１４時以降の３０分ごとの予測所要時間などを配信。
・30分刻みで出発時間ごとの所要時間と交通需要を予測。
※NTTドコモのモバイル空間統計のリアルタイム版と、NEXCO東日本が
保有する過去の渋滞実績や交通流等をかけ合わせ、
NTTドコモが人工知能（AI）技術を用いて開発した「AI渋滞予知」により、
一部路線において帰宅時間帯の渋滞予測を行っている。

実現可能な
課題解決

交通需要が下がってきてから高速道路を利用することで渋滞を避けることができる。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・引用元：東日本高速道路株式会社
（https://www.driveplaza.com/trip/area/kanto/traffic/ai_traffic_prediction.html）

東日本高速道路株式会社HPより引用



事例No.54 カーナビシステムによるトラックドライバー専用カーナビへの防災情報等の提供

分類１ 人流・MaaS 分類2 渋滞、交通流、規制、防災

技術提供元 株式会社ナビタイムジャパン

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇トラックドライバー向けに特化したカーナビアプリ『トラックカーナビ』に、自然災害時の防災機能を追加
・ルート上の気象状況の可視化と音声ガイダンスで、ドライバーの安全確保をサポート
・2021年9月1日から「地点の気象警報情報」と「トラック防災手帳」を提供開始

実現可能な
課題解決

出発前だけでなく走行中でもルート上の気象状況を確かめられる。
災害時でも持続可能な輸送の維持。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・導入実績：株式会社朝日新聞社、株式会社武蔵野ロジスティクス、信濃運輸株式会社、東京リスマチック株式
会社、管清工業株式会社、第一倉庫冷蔵株式会社、株式会社アクタス、ブリヂストン物流株式会社、等
・引用元：株式会社ナビタイムジャパン（https://corporate.navitime.co.jp/）

導入事例

株式会社ナビタイムジャパンHPより引用



事例No.56 自動運転シャトルバスによる地域住民の利便性向上

分類１ 人流・MasS 分類2 自動運転

技術提供元 株式会社マクニカ

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇高齢者などの交通弱者の救済や渋滞緩和の解決を図る
・20ヵ国以上で１８０台以上の導入実績。
・車いす利用の為のスロープも装備。
・運行スケジュールや路線の管理、複数台の管制・制御のソリューションの提供。

実現可能な
課題解決

・交通渋滞、ドライバー不足、公共交通不足の解消
・免許返納した高齢者の移動手段の確保
・CO2の削減

残存する
技術的課題

将来的発展

・自動運転車両による路面点検
・自動運転車両を用いた観光バス

備考

・導入実績：茨城県 境町、東京都 羽田イノベーションシティ
・引用元：株式会社マクニカ（https://www.macnica.co.jp/）

株式会社マクニカHPより引用



事例No.57 自動走行ロボットによる中山間地域での生活支援向け配送への活用 【実証実験】

分類１ 自動化 分類2 配送

技術提供元
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、TIS株式会社
ロボット：株式会社ティアフォー（Tier Ⅳ）、イームズロボティクス株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇中山間地域での生活支援向けロボットシェアリング型配送サービス
・住民が市中心部の店舗に買い物代行を依頼。
・商品を地元のタクシー・路線バスでリレー輸送して住民の居住地区に届ける。
・住民個宅へのラストワンマイル配送を自動走行ロボットが担当して住民の手元へ届ける。

実現可能な
課題解決

自動車免許返納者や一人暮らしの高齢者の生活必需品購入が容易になる。
既存の地域のタクシーや路線バスを輸送手段としてシェアして、利用が減少している路線バス等の有効活用。

残存する
技術的課題

ロボットの走行技術、公道走行での法律整備、
配送サービス実施のための産業構造の確立、社
会受容性に関する配慮

将来的発展

「都市への集中・地方の衰退」という社会課題
の解決

備考

・実証実験：会津若松市湊町
・引用元：TIS株式会社（https://www.tis.co.jp/）

TIS株式会社HPより引用



事例No.58 EC（Electric Commerce:電子取引）の出荷業務を完全自動化「シッピーノ」

分類１ 自動化 分類2 配送

技術提供元 シッピーノ株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇倉庫とショップを連携して自動出荷を実現するサービス
・受注確認や注文処理、発送依頼、出荷業務の完全自動化をサポート
・複数店舗の受注を一括管理でき、出荷データのCSVダウンロードで売上げ分析が可能。
・自動で在庫同期されて、在庫数に増減があれば各サイトの在庫数に反映。
・FBAをはじめ、国内800以上の物流倉庫と連携可能なWebサービス。

実現可能な
課題解決

少人数でも売上を上げる効率的な体制がつくれる。
24時間365日対応できる。
在庫同期の精度が上がる。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・導入実績：オーガライフプラス株式会社、株式会社マルカワ、株式会社Grow 、等1000店舗以上
・引用元：シッピーノ株式会社（https://www.shippinno.net/index.html）

シッピーノ株式会社 HPより引用



事例No.59 AI深層学習による土砂災害予測への活用

分類１ 防災 分類2 防災地形データ、崩壊発見

技術提供元 日本工営株式会社

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇AIを用いた地すべり地形判読技術の深層学習と自動化
・AIの深層学習を利用し土砂災害発生場所の予測精度を向上させる。
地形判読技術者が日本で公開されている数値地形情報に基づき作成した判読図を教師データとすることで、技術者が地形判読時に読み
取っている土砂移動の痕跡を深層学習でAIに覚えこませ、地すべり地形や侵食地形を一定の割合で抽出する事が可能。

実現可能な
課題解決

地形判読には専門知識と経験など高い技術力が必要だが、AIの深層学習で判読作業が効率化できる。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・導入実績：鹿児島県桜島（令和2年度降灰後土石流の流出解析等検討業務）
（平成31年度火山噴火時の浸透能調査手法及び流出解析検討業務）

・引用元：日本工営株式会社（https://www.n-koei.co.jp/）

日本工営株式会社HPより引用



事例No.60
衛星リモートセンシング技術によるインフラ施設管理や被災状況把握への活用
「衛星防災情報サービス（SADIS）」

分類１ 防災 分類2 防災地形データ、崩壊発見、斜面、河川、構造物等

技術提供元 日本工営株式会社、スカパーJSAT株式会社、株式会社ゼンリン

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇衛星リモートセンシング技術を活用した、インフラ施設管理や被災状況把握の効率化
・SAR衛星から地表に向けて定期的に照射される
レーダー波を解析し、観測対象の変動量を得る。
・干渉解析を複数回行う時系列干渉解析は、長期間の
インフラ施設の変位モニタリングに適応。
・広域な衛星観測によって経年変化が生じている箇所を
特定し、インフラ施設や斜面の危険度を評価する。

実現可能な
課題解決

継続的にモニタリングすることで変動箇所を検出し、事前防止につなげることができる。
迅速な被害状況の把握が可能となる。
人が立ち入りにくい施設も適用できる。

残存する
技術的課題

衛星データの観測頻度はまだまだ十分とは言え
ない。 将来的発展

備考

・実証実験：福岡市、羽田空港
・引用元：日本工営株式会社（https://www.n-koei.co.jp/）

スカパーJSAT株式会社（https://www.skyperfectjsat.space/）

スカパーJSAT株式会社HPより引用 日本工営株式会社HPより引用



事例No.61 AI防災・危機管理ソリューションによる適格な分析と状況判断を用いた防災管理

分類１ 防災 分類2 情報取集

技術提供元 株式会社 Spectee

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇災害時に迅速・効率的な初動対応の支援、被害状況の把握や分析の活用を図る。
・夜間でも被災現場情報をタイムリー取得。
・被害傾向の違いを分析・リアルタイムに可視化。
・有用なSNS上の被害情報を取得、読み上げ機能。

実現可能な
課題解決

・災害時の初動対応の迅速化・効率化
・災害情報の網羅性とデマの排除
・読み上げ機能による見落とし回避

残存する
技術的課題

将来的発展

・SNS投稿の日本語翻訳
・AIと人工衛星による被害状況の把握と分析

備考

・導入実績：大分県、福井県、豊田市
・引用元：株式会社 Spectee（https://spectee.co.jp/）

株式会社 Spectee HPより引用



事例No.62 オープンデータによる福祉マップ作成への活用「会津若松市福祉まっぷ」

分類１ BF 分類2 歩行データ

技術提供元 会津若松市

技術の概要
使用ｲﾒｰｼﾞ

〇冬期の積雪・凍結時における歩行者の安全な移動経路情報の提供等、バリアフリーに配慮した目的地までの最
適な経路情報を提供するサービス
・庁内体制と外部団体と連携しオープンデータを利用したアプリケーションを創出。
・データ収集と作成の現地調査において障害当事者も参画。
・データの更新には、事務局で統一の確認用フォーマットを作成、市民からの情報収集を行う。
・オープンデータ活用基盤 「DATA for CITIZEN」https://portal.data4citizen.jp/

実現可能な
課題解決

冬期の積雪・凍結時に歩行者が安全に移動できる。
車いす等の利用者が安心安全にまちを移動できる。

残存する
技術的課題

将来的発展

備考

・引用元：会津若松市（https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/）
・引用元：国土交通省（https://www.mlit.go.jp/common/001244377.pdf）

国土交通省 HPより引用会津若松市HPより引用

運営会議メンバー構成


