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国土交通データプラットフォームの取組について
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⾼度な防災情報 新たなﾓﾋﾞﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ 新しいインフラ社会
３次元化された都市データと洪⽔予測を連
携した防災情報の提供により、住⺠が直感的
にとるべき⾏動を理解することにより、住⺠主体
の避難⾏動等を⽀援。

出典：荒川下流河川事務所
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国⼟交通データプラットフォーム

インフラと交通データの連携で移動ニーズに対し
最適な移動⼿段をシームレスに提供する等、新
たなモビリティサービスの実現。

出典：東急建設株式会社

インフラ⾃体が情報を持つことで通⾏者への影響
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。

「i-Construction」の取組で得られる3次元データを活用し、さらに官民が保有する様々な技術やデジタルデータとの
連携を可能にするプラットフォームの構築により、新たな価値を創造

出典：トヨタ⾃動⾞ e-palette

国土交通データプラットフォームで実現をめざすデータ連携社会

【国土交通省 4/24報道発表資料より】



〇国土交通データプラットフォームで連携するデータの活用による新しい価値の創出をめざし、産学官の多様な主体の
参画を期待。

○今後、連携データの拡大や、オープンデータチャレンジによる活用方策の具体化等を推進。

＜国土交通データプラットフォームの
活用が想定される分野＞

建築物やインフラ等の3次元データに、
歴史やイベント情報等を付与すること
で、リアリティのあるＶＲ（仮想現
実）やＡＲ（拡張現実）体験が可能と
なり、ゲーム業界との連携などが期待

〇観光振興の推進

〇物流の効率化

標⾼や都市構造物データに、物流・商
流に関するデータを組み合わせること
で、例えば、ドローンによる荷物配送
の検討など物流の効率化が期待

〇都市環境の改善

都市構造物データに、リアルタイムな気
象データ等を連携することにより、熱中
症予報等のサービス提供への活⽤が期待

※国⼟交通データプラットフォーム
https://www.mlit-data.jp/platform/

出典：経済産業省ウェブサイ
ト

出典：ESRIジャパンウェブサイト

【国土交通省 4/24報道発表資料より】

国土交通データプラットフォームによる利活用促進



API連携により、連携先のデータベース等より必要なデータを取得
し、同一地図上で表示・検索・ダウンロードすることが可能に。

⾃然現象に関するデータ経済活動に関するデータ国⼟に関するデータ

API

〇港湾データ
・貿易情報
・貿易⼿続き情報
〇公共交通データ
・駅の位置情報
・運⾏情報

〇インフラデータ
・電⼦成果品
・維持管理情報
・国⼟地盤情報
・基盤地図情報・・・

〇気象データ
・観測データ
・予測データ・・・

〇物流・商流データ
・⽣産データ
・購買データ・・・

API API

API

※APIとは：あるサービスの機能や管理するデータ等を他のサービスやアプリケーションから呼び出して利用するための接続仕様等

【国土交通省 4/24報道発表資料より】

〇官民の保有する多様なデータをAPI ※により連携し、同一地図上で表示・検索・ダウンロードを可能とする
国土交通データプラットフォームを構築。

国土交通データプラットフォームのデータ連携



◎これまでの国土交通データプラットフォーム
2020年 4⽉24⽇ Ver1.0 一般公開

施設の諸元、維持管理情報(社会資本情報PF)
地盤情報(ボーリングデータ等)（国⼟地盤情報DB)
ICT⼟⼯の点群データ(国⼟交通省）
⼟⽊⼯事成果、点群データ等(静岡県）

2020年 9⽉ 8⽇ Ver1.1 連携データの拡充
全国幹線旅客純流動調査、訪⽇外国⼈流動データ
地理院タイル、東京都ICT活⽤⼯事データ、

2020年10⽉29⽇ Ver1.2 連携データの拡充、SHOW CASEの新設
洪⽔浸⽔想定区域データ等（国⼟数値情報）
気象観測データ降⽔量の⽇合計等（気象庁）
指定緊急避難場所データ等（G空間情報センター）

今後も、随時 連携データの拡充、機能の追加を進めて行く予定

◎国土交通データプラットフォームの構築関連業務(2020年度）
発注者：国⼟交通省 技術調査課、国⼟技術政策総合研究所
受注者：JACIC、AIGID、⽇本⼯営、⻑⼤、朝⽇航洋



【情報発信機能】【情報提供機能】

検索機能 ３D表示機能

システム連携（データベース連携機能）

ユーザ管理（利用者管理機能、ログ記録機能）

データ登録
機能

システムA システムB・・・

データプラットフォーム
データハブ

データベース

インデックス（メタデータ）、登録データ等

ユーザインタ
フェース

登録 閲覧

2次元、3次元基盤地図上

国土交通データプラットフォーム機能関連図（今年度末）
API実装API実装

電子納品保管
管理システム

利活用
サーバ

API実装

ダウンロード
機能

検索 閲覧 ダウンロード



URL https://www.mlit-data.jp/platform/

情報発信機能
(ユースケース、各種

データの紹介等）

地下埋設物の
ユースケースの紹介 点群データの紹介３Dモデルの紹介

PFの入り口

国土交通データプラットフォームのＴＯＰ ＰＡＧＥ(10/29公開版）

PFへの意見・要望はここから



検索機能(エリア選択) 検索機能(データ選択) 検索結果

国土交通データプラットフォームの各機能

表示・ダウンロード機能

地図上での表⽰機能 3次元データ（点群データ）の表⽰機能

地図上に諸元
情報を表⽰

地図上に3次元データ
（点群データ）と⼯事
の概要情報を表⽰

ダウンロード機能

ファイルの
ダウンロード

検 索 機 能

インフラ、地質、点群,
その他を選択

都道府県を選択



基盤地図(色別標高図)

○その他の基盤地図
・標準地図
・淡⾊地図
・⽩地図
・傾斜量図 等

国土地理院が提供する地理院タイル等とのデータ連携

国土交通データプラットフォームのデータ連携

基盤地図(写真)



令和元年台風第１９号
浸水推定段彩図 千曲川

国土地理院が提供する地理院タイル等とのデータ連携

国土交通データプラットフォームのデータ連携

令和2年7月豪雨
浸水推定図 球磨川

新幹線車両基地

(2020年7月4日)

【段彩図】
等⾼線や等深線による地形表
現を⾒やすくするため、段彩
（グラデーション）をつけた
地形図

(2019年10月13日)



点群データ(ICT活用工事)

H28.29国道6号千代⽥⽯岡BP東⽥
中地区外改良⼯事
(関東地⽅整備局)

⼯事概要の表⽰

上から⾒た点群データ

国土交通データプラットフォームのデータ連携

⾓度を回転して表⽰

現時点で約250件を登録

拡⼤・縮⼩表⽰



国土交通データプラットフォームのデータ連携

社会資本情報プラットフォーム(例：千葉県の橋梁)

橋梁を選択

この橋梁を選択

橋梁の概要を表示



国土交通データプラットフォームでのデータ連携

地質データ(国土地盤情報データベース) 神奈川県

神奈川県の地質
データを選択

ボーリングデータ
を選択

地質データの概要
を表示

提供元：国⼟地盤情報センター
(背景：淡⾊地図)

柱状図のリンクを
クリック



国土交通データプラットフォームのデータ連携

全国幹線旅客純流動調査 訪日外国人流動データ

【データ提供元】 国⼟交通省 総合政策局 総務課

出発地：大阪府凡例 乗⽤⾞ 航空機
鉄道 バス
船

凡例 乗⽤⾞ 航空機
鉄道 バス
船

出発地：京都府

国土交通省 総合政策局が提供する各種データとの連携

(2018年)(2015年)
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国土数値情報 洪水浸水想定区域データ

国土交通データプラットフォームのデータ連携

愛知県
洪⽔浸⽔想定区域（想定最⼤規模）
を表⽰した例

気象観測データ
最高気温

2019/8/10 東京都

気象観測データ
降水量の日合計

台⾵19号(2019/10/12)
千葉県

日付のシークバー



国土交通データプラットフォームのデータ連携

指定緊急避難場所データ避難施設データ

東京都
提供元：国⼟数値情報

(背景：写真）

東京都
提供元：国⼟地理院

(背景：淡⾊地図)



情報発信機能(SHOW CASE ➀)

■データ名
埋設物管路位置データ

(電⼒、ガス、通信、下⽔道)
■データ提供元

東京電⼒パワーグリッド、東京ガス、
NTT東⽇本、横浜市

■作成者
国⼟交通省 関東地⽅整備局

地下設備の3次元モデルの構築（横浜関内・みなとみらい地区）



情報発信機能（SHOW CASE ➁)：民間データとの連携

■データ名
全世界デジタル3D地図「AW3D®」

■データ提供元
株式会社エヌ・ティー・ティー・データ
⼀般財団法⼈リモート・センシング技術センター

⾼解像度⼈⼯衛星データとNTTデータの画像処理技
術（⾼精度計測、AI等を活⽤した情報抽出、⼤量画
像⾼速処理）を掛け合わせて作成しています。

■場所 福島県 双葉町

0.5m解像度地形デー
タに地理院タイル写
真をテクスチャ―と
して⿃瞰表⽰した例

全世界デジタル3D地図「AW3D®」

３Dデータとして表⽰



■データ名
⾼精度３次元地図データ

■データ提供元
ダイナミックマップ基盤株式会社

道路沿道を⾞載写真レーザ測量システム（Mobile 
Mapping System：MMS）により取得し、⾃動⾛
⾏システムに必要な⾼精度３次元地図データの協
調領域（共通で利⽤可能な地物）を⽣成しており
ます。
■場所 ⼤分県 東九州⾃動⾞道 中津IC

19
©NTT DATA,Included ©Maxar Technologies,Inc.衛星測位システムを利用した高精度3 次元地図データHD-MAP

地図上に表⽰

情報発信機能（SHOW CASE ➂)：民間データとの連携



◯国土交通省内等のデータ連携
・保管管理システム(オンライン電子納品）との連携試行

(BIM/CIMモデル、点群データの可視化）
・自治体維持管理DBとの連携試行 等

◯ユーザ認証機能の実装
・限定公開データの取扱が可能にするため

◯３次元基盤地図(DEM：数値標高モデル)を用いた試行表示
など

今年度の主な取組予定

国⼟交通DPFでは、皆様⽅からの意⾒・要望等を募集しております。
意⾒・要望等がありましたら、HPから⼊⼒をお願い致します。

また、DPFの協議会会員を公募しております。申込みは、以下の
URLよりお願いします。

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000066.html



ご静聴ありがとうございました。


