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第 1章 序論 

 

1. 研究の背景 

国土交通省は、BIM/CIM 等の 3次元モデルの利活用や情報通信技術・ロボット技術等の施工現場への

導入による生産性向上等を目的とした i-Construction を推進するとともに、デジタルツインやデータ

連携基盤の実現を目指し国土交通データプラットフォームの整備を進めている 1-1)。BIM/CIM 等の 3 次

元モデルの利活用については、平成 24年度から橋梁、ダム等を対象に 3次元設計が導入され、平成 24

年度に 11 件だった BIM/CIM 活用業務・工事が令和元年度には 361 件になる 1-2)など、設計・施工段階

での取り組みが着実に進んでおり、将来的にはそれらの 3 次元モデルが維持管理段階に引き継がれる

こととなる。データプラットフォームについては、「国土交通データプラットフォーム 1.0」の一般公

開が 2020 年 4 月から開始されており 1-3)、データ連携による新たな価値の創造のためにもユースケー

スの具体化が重要である。 

一方、道路等の社会資本の維持管理については、その老朽化が着実に進行する状況下で働き手の減少

が見込まれており 1-4)、その効率化が喫緊の課題となっている。 

 

 

2. 研究の位置づけ 

社会資本の効率的な維持管理システムを確立するためには、第一に維持管理のサービス水準と投入

すべき予算の目標を設定する必要がある。加えて、下記の 4 つの観点からの検討が必要である 1-5、6)。 

①体制・人材  ②資金調達  ③データマネジメント  ④実装のための制度構築  

本研究は上記の内、③データマネジメントに焦点を当て、国土交通省が管理する道路を対象に、自身

が保有するデータのみならず他者が保有するデータも含め活用可能なインフラデータプラットフォー

ム、及び 3 次元モデルという 2 つのツールを活用し、道路管理者の意思決定を支援するシステムを開

発し、もって効率的な道路管理事務を実現することを目指すものである。 

 

 

3. 既往研究等 

維持管理段階における 3次元モデルの活用に係る研究等としては、例えば、山岡ら 1-7)は、実際に設

計段階で作成された LOD の異なる複数の橋梁の 3 次元モデルを用い、当該 3 次元モデルを維持管理段

階で活用するために必要となる作業（要素の分割、属性の付与、外部参照ファイルの紐づけ）に掛かる

コストの検証を行っている。川野ら 1-8)は、橋梁等に係る 3次元モデルと点検結果情報等とを関連付け

るための情報連携プラットフォームのプロトタイプを開発し、その有用性の検証を行っている。また、

杉浦ら 1-9)は、施工段階で作成される CIM のデータを維持管理段階で役立てるため、その納品の形につ

いて検討し、山岳トンネルの現場において対応を行っている。道路管理者における取組事例としては、

国土交通省関東地方整備局常総国道事務所が、既設橋梁の耐震補強設計及び施工計画立案において、資

材の運搬が可能か、クレーンでの施工が可能か等を 3 次元モデルで視覚的に確認することを行ってい

る 1-10)。また、同省甲府河川国道事務所では、トンネルの点検や変状が生じた際の原因究明等に 3 次元

データを活用する試行を行っている 1-11)。この様に、橋梁やトンネル等の構造物に係る 3次元モデルの
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在り方やこれを活用した業務の効率化等に係る研究等が多く見られる。一方欧州では、インフラの建設

から維持管理にわたる情報を BIM を活用して管理すること等を目的とした「The INTERLINK project」

において、橋梁、道路照明、舗装等を対象とした実証実験が行われている 1-12)。 

インフラデータプラットフォームの活用に係る研究としては、藤原ら 1-13) が堤防の浸透に対する安

全性照査を例に、調査・設計段階で生み出される多様なデータの多機関での共有・利活用例を示してい

る。 

道路管理の効率化に係る研究等としては、坂井ら 1-14)は、全方位映像に道路管理に必要な情報を埋め

込むことで、道路管理者が必要な情報を現場状況と結びつけつつ取得することが可能なシステムを構

築し、その活用可能性を検討している。道路管理者の取り組みとしては、東日本高速道路株式会社は、

SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）において、インフラデータを管理するためのデータモデ

ルや、複数のデータベースをまたいで検索可能な API を開発し、これらを基に高速道路のアセットマ

ネジメントにおける生産性を飛躍的に向上するためのプロジェクト（スマートメンテナンスハイウェ

イ）を行っている 1-15、16)。また、首都高速道路株式会社は、GIS や 3次元点群データ等を活用したスマ

ートインフラマネジメントシステム「i-DREAMs（アイドリームス）®」を 2017 年から運用している 1-17、

18)。また、国土交通省では、「国道（国管理）の維持管理等に関する検討会」を踏まえ取りまとめられ

た「道路デジタルメンテナンス戦略」1-19)に基づき、ICT・AI 等の新技術の積極的な活用を進め、効率

的なメンテナンスオペレーション体制の構築を図るとしている。この他、点群データ等の各種データ

や、ロボット技術・AIの活用に係る研究や取組が展開されている 1-20、21)。 

また、参考文献 1-22（以下、DMBOK2）及び 1-23 によれば、データマネジメントとは下記の通り定義

されている。 

・データとインフォメーションという資産の価値を提供し、管理し、守り、高めるために、それら

のライフサイクルを通して計画、方針、スケジュール、手順などを開発、実施、監督すること 

（データマネジメント知識体系ガイド 第二版） 

・データをビジネスに生かすことができる状態を継続的に維持さらに進化させていくための組織

的な営み 

（データマネジメント概説書（JDMC版）～ビジネスとITをつなぐ－データマネジメントとは～Ver.2.0） 

さらに、DMBOK2 においては、「DAMA ホイール図」としてデータマネジメントに係る 11の知識領域が

定義されており（図 1-1 の 3.～13.の項目）、これらを参考に、研究を進めることとした。 
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図 1-1 DAMA ホイール図 

出典：DAMA 日本支部ホームページ 

 

 

4. 研究の目的・手法 

(1)目的 

本研究は、国土交通省が管理する道路を対象に、道路管理事務におけるデータマネジメント上の課題

を特定し、当該課題の解決及び道路管理者の意思決定の支援に資するシステムを提案する。また、シス

テムのプロトタイプを開発し、これを道路管理者と共に検証（テスト）し、その有効性や実装する上で

の課題を明らかにすることを目的とする。 

 

(2)手法 

本研究では、関東地方整備局管内の国道事務所等へのヒアリングを行った後、DMBOK2 の 11 の知識領

域を参考に、道路管理者及びそれを取り巻くデータ、資料等の現状の課題を分析することを試みる。 

次いで、分析した課題の解決等に資するためのシステム要件を特定し、道路の 3 次元モデル及びイ

ンフラデータプラットフォームを活用したシステムを提案する。 

最後に、システムのプロトタイプを開発し、関東地方整備局宇都宮国道事務所の職員等のご協力のも

とこれをテストする。 

 

 

5. 報告書の構成 

本報告書は、6章で構成されている。 

「第 1章 序論」では、本研究の背景や目的等を述べた。 

「第 2章 道路管理事務の調査」では、道路管理事務の現状や課題等について述べる。 

「第 3 章 道路管理者判断支援システム」では、本研究で開発を目指すシステムの要件や構成等に

ついて述べ、その内プロトタイプとして開発した内容及び道路管理者とのテストについて「第 4章 シ

ステムのプロトタイプ開発」、「第 5章 開発したプロトタイプの検証」で述べる。 

最後に「第 6章 結論」において、結論及び今後の課題と展望を述べる。  
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第 2章 道路管理事務の調査 

 

1. 道路管理事務の調査対象 

道路管理事務の内容の他、関係者との役割分担や各者の意思決定事項及びそれを支えるデータ・資料

等を把握するため、関東地方整備局管内の直轄国道の管理者を中心にヒアリング等を行った。この対象

は下記の通り。 

[ヒアリング等の対象] 

関東地方整備局 

東京国道事務所 

管理第二課、工務第一課、 

代々木出張所、品川出張所、万世橋出張所 

相武国道事務所 

管理第二課 

横浜国道事務所 

保土ヶ谷出張所、小田原出張所 

大宮国道事務所 

管理第二課、浦和出張所 

北首都国道事務所 

戸田維持出張所 

千葉国道事務所 

管理第二課 

宇都宮国道事務所 

国分寺出張所 

甲府河川国道事務所 

管理第二課 

中国地方整備局 

岡山国道事務所 

大林道路株式会社 

※直轄道路の維持工事の受注者として 

愛知道路コンセッション株式会社 

株式会社ガイアート 

※白糸ハイランドウェイの管理者として 

 

 

 

2. 道路管理事務の体系 

直轄国道の道路管理者が行っている道路管理事務としては、①日常的な巡回、路面清掃、ポットホー

ルへの対応をはじめとした路面管理などの維持に係る事務、②橋梁やトンネルをはじめとした構造物

や舗装等の点検・診断・補修等の修繕に係る事務、③交差点改良等の交通安全事業や電線共同溝事業に

係る事務、④道路法 32条に基づく占用等の許認可等に係る事務の大きく 4分野に分類ができる（表 2-

1）。 
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表2-1 道路管理事務の体系 

①維持 ・平時・災害時の巡回 

・路面管理（ポットホール対応等） 

・除草・剪定、落下物処理、清掃 

・除雪、凍結防止剤散布 等 

②修繕 ・橋梁、トンネル、舗装等の点検・診断・補修 等 

③交通安全 

電線共同溝等 

・交差点改良、電線共同溝の整備 等 

④許認可等 ・占用申請（道路法32条）、切下申請（道路法24条）対応 

・不法占用物件対応  

・道路との境界確定 等 

 

なお、道路管理事務としては、平常時の他、地震・台風等の災害時の対応が存在するが、本研究は平

常時の事務を対象としている。 

 

 

3. 道路管理事務の現状 

直轄道路における道路管理事務について、道路管理者の判断内容やそのプロセス、そこで用いられて

いるデータ・資料等を、出張所の立場を中心に整理した。 

 

(1)維持 

維持に係る事務については、図 2-1 のポットホールに係る管理瑕疵対応の例に示す通り、現地の道

路等の現状、経緯を確認・把握することがこの起点となる。この場合、出張所の職員等は、現地に行く

他、表 2-2 の資料等を用いる。その後、必要に応じ対策案を検討し、判断を行う。なお、判断する者

は、当該事象の軽重等に応じ異なり、従って、確認した現状等を共有する者・範囲もこれに応じて異な

る。このような事務を日々積み重ね、予算や人員等の制約条件の下で道路のサービスを最大化すること

を目指している。 

 

 

図 2-1 道路管理事務の業務フロー（ポットホールに係る管理瑕疵対応例） 

事象発生
・パンク等が発生
・出張所に電話等

現状確認
報告

判断
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表 2-2 出張所の職員等が用いる主な資料等 

資料等の名称 概要 主なデータ形式 備考 

道路台帳 ・道路の基礎的な事項を取りまとめた、

管理における基本かつ重要なもので、

日々のあらゆる業務で用いられる。 

・平面図の他、舗装調書、緑地・植栽調

書、照明調書、占用物件調書等からな

る 

  

 平面図 dwg、紙  

舗装調書 

照明調書 等 

xls   

パトロール日誌 ・2 日に 1 度程度行うパトロールの結果

を取りまとめたもの 

・過去の路面状況等を確認する必要が生

じた際等に用いられる。 

xls   

ポットホール 

補修履歴 

・維持工事で実施したポットホールの補

修履歴をまとめたもの 

・過去のポットホールの発生状況を確認

する必要が生じた際等に用いられる。 

紙 ・宇都宮国道事務所の

場合 

点検・診断結果 ・橋、トンネル、舗装等を対象に、5 年

に 1度行う点検・診断の結果を取りま

とめたもの 

・修繕箇所の検討等の際に用いられる 

xls、mdb  

工事・業務成果 ・関連する工事や業務の成果品 

・報告書、図面等からなる 

・修繕箇所の検討等の際に用いられる 

pdf：報告書 

sfx(p21)：図面 

・データ形式は「工事

完成図書の電子納

品等要領」等で規定 

覚書等 ・交差道路の管理者と結んだ管理に係る

覚書等 

紙  

行政相談一覧等 ・近隣住民等からの行政相談を取りまと

めたものや要望書等 

xls、紙  

Google map 

ストリートビュー 

― ―  

 

 

(2)修繕、交通安全・電線共同溝 

修繕及び交通安全・電線共同溝に係る事務は、必要額を算出した後、予算や優先順位の検討を踏まえ

修繕工事等を発注し、受注者と協力しつつ当該工事の工程・予算・安全を管理するとともに、そのため

に必要となる各種の調整事務を行うことが中心となる。以下、各事務の内容を整理するとともに、その

フローを図 2-2、3に示す。なお、①及び②については、舗装に係る修繕を例としている。 
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①必要額の算出 

出張所の職員が現地状況等を踏まえ、次年度に補修すべき個所の抽出等を行い、事務所に報告す

る。箇所の抽出等に際しては、表 2-2 の資料等を活用しつつ、日常的な業務の中で培った感覚・経

験を基に検討する必要がある。事務所では、各出張所からの報告を集約・調整し、本局に報告する。 

②修繕工事等の発注 

事務所において発注箇所を決定し、特記仕様書等の発注図書を作成し公告する。 

 

③関係機関協議・調整 

修繕工事等に際して必要となる主な協議・調整先とその内容は下記の通りであり、出張所職員の

業務の大きなウェートを占める場合がある。 

［主な調整先とその内容］ 

警察  ：工事に伴う規制 

占用者・公物管理者 ：工事に伴う影響回避・低減 

地元自治体・住民等 ：工事への理解促進 

 

 

図 2-2 道路管理事務の業務フロー（例：現状把握～舗装修繕工事発注） 

 

 

図 2-3 道路管理事務の業務フロー（例：舗装修繕工事発注～受注） 

 

現状把握
・舗装の劣化状況・ポットホール発生状況
・施工履歴

報告
・上記を基に次年度に補修すべき箇所を抽出し、事務所に報告

現状把握
・各出張所からの情報を集約

対象箇所の再検討
・対象箇所を必要に応じ修正し、事務所と共有

発注箇所・規模の決定

各出張所に（概ねの）対象箇所・概算予算を提示

性能指標等の設定
・舗装計画交通量、塑性変形輪数・平坦性等を規定した特記仕様書
等を作成

発注図書の作成・公告

貸与資料：道路台帳（平面図・舗装調書）の写し

舗装構成、施工方法提案
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(3)許認可等 

許認可等に係る事務とは、道路法に基づく権利の設定又は禁止の解除といった行政上の手続きに係

る事務であり、申請者からの申請書の提出等に応じ、その内容が予め定められている各種基準等へ適合

しているかの確認等を行うものである。 

この代表的なものとして、道路に電柱、水道管、ガス管等の工作物等を設け、継続して道路を使用す

る場合に必要となる道路法第 32 条に基づく「道路の占用の許可」に係る事務がある。これは、工作物

等を設け、継続して道路を使用しようとする者が、占用の目的、期間、場所、当該工作物等の構造等を

記載した申請書を道路管理者に提出し、道路管理者は道路法第 33 条に規定する許可基準等へ適合して

いるか、現地状況から道路構造物及び交通安全に著しい支障を生じることが無いか等を確認し、許可を

与えその対価（占用料）を徴収するものである。占用許可申請がなされる工作物等は、電力、水道等の

公益物件が多く、当該申請事務を効率化するため、公益物件を対象にインターネットを活用した電子申

請を可能とする「道路占用許可電子申請システム」が平成 13 年 2 月から順次地方整備局等管内ごとに

導入され、平成 23 年１月からは公益物件以外の申請も対象とした「道路占用システム」が全ての地方

整備局等で導入・運用されている 2-1)。しかしながら、表 2-3 の資料等を用いて各種基準等への適合を

1項目ずつ確認するという従来通りの事務は継続されている。 

 

表 2-3 出張所の職員等が用いる主な資料等（占用関係） 

資料等の名称 概要 主なデータ形式 備考 

占用関係通達（集） ・占用許可基準等の占用に関して

過去に発出された事務連絡等 

冊子、PDF  

 

 

4. 道路管理事務の現状の課題 

以上を踏まえ、現状の課題をデータマネジメントの観点から分析する。 

DMBOK2 においては、「DAMA ホイール図」としてデータマネジメントに係る 11 の知識領域が定義され

ている（図 1-1の 3.～13.の項目）。そこで本研究では、この 11の知識領域を参考に、道路管理者及び

それを取り巻くデータ、資料等の現状の課題を分析することを試みる。 

 

 

図 1-1 DAMA ホイール図（再掲） 

出典：DAMA 日本支部ホームページ 
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なお、「データ」、「情報（インフォメーション）」については、別の概念として取り扱われることもあ

るが、DMBOK2 においては、「実際には二つの概念は絡み合っており、互いに依存し」、「その両方を管理

する必要がある」等の理由から、「データとインフォメーションを同じように取り扱う」とされている。

従って、「4. 道路管理事務の現状の課題」においては下記の通り取り扱うこととする。 

・「データ」と「情報」を同じように取り扱う 

・「データ」が入手できる紙媒体、電子ファイル、データベース等の道路管理者等が扱うものを「資

料等」とする 

 

(1)データガバナンス 

①本知識領域の概略と目的 

概略 ・データ資産の管理を職務権限を通して統制し、意思決定を共有する（計画を立て、実

行を監視し、徹底させる）。 

・企業のニーズを考慮し、データにまつわる意思決定の体系を確立し、それによって

データマネジメントの方向性を決め、監督する 

目的 ・組織が自身のデータを資産として管理できるようにする 

・データマネジメントに関する原則、ポリシー、手続き、評価指標、ツール、責任につ

いて定義し、承認し、伝達し、実施する 

・ポリシーの順守、データの利用、管理活動を監視し導く 

出典：DMBOK2 を基に作成 

 

②評価：道路管理者の現状 

データガバナンスを担う既存の制度としては、(3)の通り国土交通省情報セキュリティポリシー

等の他、平成 23 年 4 月に全面施行された「公文書等の管理に関する法律」（以下、公文書管理法）

及びこれに基づく文書管理規則等を中心とした公文書管理制度が挙げられる。しかしながら公文

書管理法は、社会保険庁における年金記録の不適切な管理、防衛省における給油艦航泊日誌の誤破

棄、厚生労働省における薬害肝炎患者関連資料の放置等の公文書管理の不適切事案を背景に、「証

拠的記録に基づいた施策（Evidence Based Policy）や現在及び将来の国民への説明責任を果たす」

ことを目的に、「①文書をきちんと作成する、②文書を勝手に捨てない、③残すべき文書は永久保

存する、という 3 つの原則を様々な手段を用いて確保する仕組みを定めたもの」2-2)である。この

ため、保存という観点が制度の中心となっていると考えられ、データ品質に係るルール（規定）が

ないなど、利用、即ちデータマネジメントの観点からは十分ではない。特に、事業の途中段階で取

得されるデータや国土交通データプラットフォームのような他機関が取得管理するデータを含め

たデータの取り扱いについては、議論されてこなかったと考えられる。 

 

平成 20 年 1 月 18 日 福田康夫内閣総理大臣（当時）第 169 回国会施政方針演説 

「年金記録などのずさんな文書管理は言語道断です。行政文書の管理のあり方を基本から見

直し、法制化を検討するとともに、国立公文書館制度の拡充を含め、公文書の保存に向けた

体制を整備します」 
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公文書管理法 第一条（目的） 

この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全

な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し

得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本

的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利

用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行

政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにする

ことを目的とする。 

 

なお、「行政文書の電子的管理についての基本的な方針」が平成 31 年 3 月 25 日に内閣総理大臣

決定され、 

・今後作成する行政文書は電子媒体を製本・原本とすること 

・今後目指すべき電子的管理の在り方として、下記を具体の内容とする共有フォルダにおける

体系的管理に遅滞なく着手すること 

-フォルダの構造と名称を大中小分類に一致 

-ファイル名称の標準化  等 

・本格的な電子的管理として、以下の要件を満たす自動化・システム化の枠組みを構築すべく、

業務フローや仕様の標準例を今後具体化すること 

-文書作成・取得時点で、作成者・作成時期・分類・名称等のメタデータを自動的に付与 等 

・以上のような取り組みについて、今後、各行政機関における文書管理業務に反映していくた

め、行政文書の作成・取得から移管又は廃棄に至るまでの一連の手順において、職員がどのよ

うな作業をどのようなフローで行うのかについては引き続き検討を進め、必要となる仕様等

を整理しつつ、可能なものから順次、実施に移していくこと 

等が謳われており 2-3)、今後、各省等において具体的な検討が進められるものと考えられる。 

 

(2)データアーキテクチャ/データモデリングとデザイン/データストレージとオペレーション 

①本知識領域の概略と目的 

（データアーキテクチャ） 

概略 ・企業の（組織構造に関係なく）データニーズを明確にし、ニーズに合うマスターとな

る青写真を設計し、維持する。マスターとなる青写真を使ってデータ統合を手引き

し、データ資産をコントロールし、ビジネス戦略に合わせてデータへの投資を行う。 

目的 ・データの保存と処理の要件を明確にする 

・企業の現在および長期のデータ要件を満たすデータの構造と計画を設計する 

・先端技術がもたらすビジネスチャンスをうまく生かすために、組織が製品、サービ

ス、およびデータを迅速に展開できるように戦略的に準備する 

出典：DMBOK2 を基に作成 
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（データモデリングとデザイン） 

概略 ・データモデルという明確な形式でデータの要件を洗い出し、分析し、表現し、伝達す

るプロセス 

・データモデリングはデータマネジメントに必須の要素であり、モデリングプロセス

を通してデータの関係性を突き止め、文書化する必要。 

・モデリングプロセスはデータの体系を設計することであり、組織はデータモデルを

使って自らが持つデータ資産を可視化し把握する 

・概念、論理、物理モデルが含まれる 

目的 ・様々な観点を理解し、確認し、文書化すること。それによりアプリケーションが現在

又は将来の業務要件とより密接な整合性をもつようになる 

・更に、マスターデータマネジメントやデータガバナンス・プログラムのような広範

囲の取り組みを成功裏に完遂させる基礎となる 

出典：DMBOK2 を基に作成 

 

（データストレージとオペレーション） 

概略 ・データの価値を最大化するために、永続化されるデータを設計し、実装し、サポート

すること 

目的 ・データライフサイクル全体にわたるデータの可用性を管理する 

・データ資産の完全性を保証する 

・データ処理の性能を管理する 

出典：DMBOK2 を基に作成 

 

②評価：道路管理者の現状 

主体・目的・時期に応じ、非構造化データや紙媒体を含む種々のデータが過去から蓄積されてい

ることに加え、設計・施工段階において広がりつつある 3次元モデルや、点群データ、センシング

データ等のこれまで扱ってこなかったデータを今後は管理・利活用していく必要がある。従って、

この 3 つの知識領域の内、最も上位の概念であると考えられるデータアーキテクチャについて、

道路管理者が今後管理していくべきデータの全体像（管理すべき概念・データやその関係性）を改

めて明確にすることが必要であると考えられる。 

 

  



2-9 

 

(3)データセキュリティ 

①本知識領域の概略と目的 

概略 ・セキュリティポリシーや手順を立案、開発、実行し、データとインフォメーション資

産に対して適切な認証と権限付与を行い、アクセスを制御し、監査する。 

目的 ・エンタープライズデータ資産に対して適切なアクセスを許可し、不適切なアクセス

を防止する 

・プライバシー、保護、機密性に関する全ての規制とポリシーを理解し遵守する 

・プライバシーと機密性に関する全てのステークホルダーの要求が実行され、監査さ

れていることを保証する。 

出典：DMBOK2 を基に作成 

 

②評価：道路管理者の現状 

情報セキュリティや個人情報保護に関する各種規定が整備されており、11の知識領域の中では、

最も取り組みが進んでいると考えられる。 

［情報セキュリティや個人情報保護に関する主な規定］ 

国土交通省情報セキュリティポリシー 

関東地方整備局情報セキュリティポリシー実施手順書 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

 

(4)データ統合と相互運用性 

①本知識領域の概略と目的 

概略 ・アプリケーションや組織内及び相互間におけるデータの移動と統合を管理する 

・データストア、アプリケーション、組織などの内部またはその間を移動し、統合され

るデータに関するプロセス 

・データ統合とは、データを物理的、仮想的を問わず、一貫した形式に統一すること。

データの相互運用性とは、様々なシステムがどの程度情報を連携できているかを表

す。 

目的 ・法令を遵守しながら、必要とするフォーマットと時間枠でデータを安全に提供する 

・共有のモデルとインターフェースを開発することでソリューションを管理するコス

トと複雑さを削減する 

・重要なイベントを特定し、アラートとアクションを自動的に起動する 

・ビジネスインテリジェンス、アナリティクス、マスターデータ管理、業務効率化の取

り組みをサポートする 

出典：DMBOK2 を基に作成 

 

②評価：道路管理者の現状 

(2)の通り、主体・目的・時期に応じ、非構造化データや紙媒体を含む種々のデータが過去から

蓄積されている状況である。従って、道路管理者が今後管理していくべきデータの全体像（管理す
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べき概念・データやその関係性）を改めて明確にした後、(6)の通り、何をマスターデータとして

管理すべきか等を整理していく中で本知識領域に係る課題が明らかになってくるものと考える。 

また、国土交通データプラットフォーム等を活用し、データ統合や相互運用に取り組む中でも、

本知識領域に係る課題が明らかになってくると考える。 

 

(5)ドキュメントとコンテンツ管理 

①本知識領域の概略と目的 

概略 ・データとインフォメーションはあらゆる形式と媒体から入手される。これらデータ

とインフォメーションのライフサイクル管理のため、アクティビティを計画し、実

行し、統制する 

・非構造（構造を持たない多種多様な）メディア、特に法律や規則に準拠するために必

要な文書など、そこに含まれるデータやインフォメーションのライフサイクル管理

のための計画、実装、統制アクティビティ 

目的 ・レコード管理について、法的義務を順守して顧客の期待に応える 

・ドキュメントとコンテンツを効果的かつ効率的に蓄積し、検索し、利用できるよう

にする 

・構造化データと非構造化データ間の統合機能を実現する 

出典：DMBOK2 を基に作成 

 

②評価：道路管理者の現状 

道路管理に携わる職員等が活用する資料等は表 2-2、2-3 に記載した通りであるが、その多くが

非構造化データに該当する。これらを適切に管理し、必要な時に効率的かつ正確にデータを取得・

活用するためには、メタデータの整備・管理、統制語彙等が必要になる 1-22)。例えばメタデータに

関しては、(8)の通り課題を有している状況であり、統制語彙については、「国土交通データプラッ

トフォーム（仮称）整備計画」（令和元年５月 国土交通省）2-4)において、今後整備していく旨が

謳われている。いずれにせよ、今後の取り組みが必要な状況である。 

 

(6)参照データとマスターデータ 

①本知識領域の概略と目的 

概略 ・組織のゴールを達成し、データの助長性を生むリスクを低減し、より高い品質を保証し、

データ統合のコストを削減するために、共有データを管理する 

・もっとも正確で、鮮度が高く、関連が深い事実が、重要な業務エンティティに対してシ

ステム間で一貫して取り扱われるように、重要な共有データを継続的に照合・保存する 

目的 ・組織内の業務領域やアプリケーションを横断して情報資産を共有できるようにする 

・照合済みで品質評価済みのマスターデータと参照データを正式なソースとして提供す

る 

・標準、共通データモデル、統合パターンを使用してコストと複雑さを低減する 

出典：DMBOK2 を基に作成 
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②評価：道路管理者の現状 

(2)と同様、3 次元モデルや点群データ等のこれまで扱ってこなかったデータを維持管理段階に

おいて今後本格的に利活用するため、何をマスターデータとして管理すべきか等を整理する必要

がある。 

 

(7)データウェアハウジングとビジネスインテリジェンス 

①本知識領域の概略と目的 

概略 ・意思決定を支えるデータを提供して、レポート作成、クエリ発行、分析に携わるナレ

ッジワーカーを支援するため、計画を立案し、実行し、統制する 

目的 ・業務遂行機能、規制遵守要件、ビジネスインテリジェンス関連アクティビティを支

援するため、統合データの提供に必要な技術環境、IT プロセス、業務のプロセスを

構築し維持する 

・ナレッジワーカーの効果的な業務分析と意思決定を支援し実現する 

出典：DMBOK2 を基に作成 

 

②評価：道路管理者の現状 

既存の情報システムやデータベースについて、現状の意思決定を支えるものになっているのか

を確認する必要があるとともに、3次元モデルや点群データ等のこれまで扱ってこなかったデータ

を今後どのように意思決定に利活用していくのかを検討・明確化した後、これに合わせ必要に応じ

既存の情報システム等を見直す必要がある。 

 

(8)メタデータ管理 

①本知識領域の概略と目的 

概略 ・高品質な統合されたメタデータを利用できるようにするためにアクティビティを計

画し、導入し、統制する 

・メタデータには定義、モデル、データフロー、その他さまざまな情報が含まれる。こ

れらは全て、データを理解するため、またデータを生成・保守・アクセスするシステ

ムを理解するために重要。 

目的 ・業務用語とその利用法に関する組織の理解を提供する 

・様々なソースのメタデータを収集し統合する 

・メタデータにアクセスするための標準的な方法を提供する 

・メタデータの品質とセキュリティを確保する 

出典：DMBOK2 を基に作成 

 

②評価：道路管理者の現状 

電子納品される工事・業務成果については、「工事完成図書の電子納品等要領」等において、件

名、場所、受発注者情報等を内容とした xml 形式の「工事管理ファイル」等を成果物の一部とする
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ことが定められている 2-5)。そして、「工事管理ファイル」等を含む成果物一式は「電子納品・保管

管理システム」に格納される。従って、電子納品される工事・業務成果に関しては、メタデータを

基に必要なデータを検索し利用するという環境が一定程度は整っている。 

一方、他の資料等については、必ずしもメタデータが管理されているとは言えず、「行政文書の

電子的管理についての基本的な方針」（平成 31 年 3 月 25 日 内閣総理大臣決定）において、今後

自動的に付与していく方向性が示されていることから、その取り組みが待たれる。 

 

(9)データ品質 

①本知識領域の概略と目的 

概略 ・組織内で利用されるデータの適性を測定し、評価し、改善するための品質管理技術の

計画と遂行 

・品質管理技術をデータに適用するアクティビティを計画し、実施し、制御する。これ

により、データが様々な目的で利用され、データ利用者の要求に合致することを保証

する。 

目的 ・データ利用者の要件に基づいて目的に合ったデータ生成するために、統制されたアプ

ローチを開発する 

・データライフサイクルの一環としてデータの品質統制の標準、要件、仕様を定義する 

・データ品質レベルを測定し、監視し、報告書を作成するためのプロセスを定義し実施

する 

・プロセスやシステムの改善により、データの品質を向上させる機会を特定し提唱する 

出典：DMBOK2 を基に作成 

 

②評価：道路管理者の現状 

データ品質の評価軸については、様々なものが既に提案されており 1-22)、例えば、参考文献 1-

23 においては、「データ品質は、蓄積されたデータの利用にあたっての信頼性につながるもので、

精度、鮮度、粒度の三つの面から評価できる」とされている。ここでは、上記 3つの評価軸及び、

図 2-4 の通り DMBOK2 で紹介されているデータ品質に係る 12の評価軸の内、上記 3項目や 11 の知

識領域ではカバーできないと考えられる「完全性」、「アクセス可能性」を加えた計 5 つの項目を評

価軸として用いることとする。 
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図 2-4 データ品質の評価軸間の関係 

出典：DMBOK2 
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ⅰ)精度 

表 2-2 及び 2-3 中の資料等について、その精度が問題となることは、ヒアリング等を通じ

ては把握されなかった。 

ⅱ)鮮度 

表 2-2 及び 2-3 中の資料等の内、道路台帳以外については、その生成・更新が、成果納品

時、行政相談が来た時等、職員が特段の意識をすることなく定まるため、その作業を怠らない

限り、データは生成・更新されはずである。しかしながら、印刷した紙媒体に手書きするなど

の更新方法を取った場合や似た名称の電子ファイルを生成した場合等、他者にとってどれが

最新の資料等なのか判別できないといった場合がある。 

道路台帳については、道路法施行規則第四条の二第 5項において、「（前略）その記載事項に

変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない」と定められているものの、

具体の頻度等は定められていない。 

ⅲ)粒度 

表 2-2 及び 2-3 中の資料等については、その粒度が課題となる事案はヒアリングでは把握

されなかった。この要因として、(2)の通り主体・目的・時期に応じ種々のデータが生み出さ

れていることや、職員自らが資料等を横断して分析等を行うという事例が少ないことが考え

られ、今後、(2)、(4)、(6)等のデータ連携に係る取り組みを今後進めていく中で、課題が明

らかになっていくと考えられる。 

ⅳ)完全性 

既に複数の台帳やデータベース等が整備されているが、その中には、その完全性等に課題を

抱えるものも見受けられた。 

ⅴ)アクセス可能性 

資料等が多岐に渡ることに加え、特に供用から時間が経過している道路においては、これら

が蓄積されている状況である。従って、道路管理者を取り巻くデータ・資料等の品質について

は、アクセス可能性の観点は重要であると考えられる。なお、アクセス可能性については、例

えば船越（常総国道事務所）1-10)は、橋梁の維持管理を例に、完成図、点検結果等の関連する

資料を探す煩雑さを指摘しており、また、安谷ら（甲府河川国道事務所）1-11)は、職員へのヒ

アリングを基に、3次元データを一元的に蓄積し、維持管理保全のために抽出可能なインフラ

データのプラットフォームの構築が必要との提案を行っている。 

 

(10)まとめ 

以上より、現状の課題は下記の通り整理できる。 

・主体・目的・時期に応じ、非構造化データや紙媒体を含む種々のデータが過去から蓄積されてい

ることに加え、3次元モデル・点群データ・センシングデータ等のこれまで扱ってこなかったデ

ータを管理・利活用していく必要がある。従って、道路管理者として管理すべきデータの全体像

（管理すべき概念・データやその関係性）を改めて整理する必要がある。 

・これに合わせ、マスターデータ、メタデータ等のデータ連携に係る取り組みや既存システムを見

直す必要がある。 
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・また、公文書に係る規定は既に存在するものの、事業の途中段階で取得されるデータや国土交通

データプラットフォームのような他機関が取得管理するデータを含めたデータの取り扱いについ

ては、議論されてこなかったと考えられる。 

・したがって、上記の点を踏まえたデータガバナンスの構築が必要である。 

・これにより、データ品質を確保し、データの利活用が可能な環境を長期的に維持する必要があ

る。  
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第 3章 道路管理者判断支援システム 

 

本研究で開発を目指す「道路管理者判断支援システム」（以下、「本システム」と言う。）の要件、構成

等について述べる。 

 

1. 本システムの要件等 

第 2章で述べた道路管理事務は、「①現状等の把握」、「②対策案の検討」を行い、これを必要に応じ

複数の部門・関係者で共有し、判断を行うプロセスであると言え（図 3-1 参照）、当該プロセスを長期

間にわたって繰り返す必要がある点が道路等の社会資本管理の特色である。従って、道路管理事務を包

括的に効率化するためには、上記①、②の効率化を図りつつ、これを継続するため第 2章で挙げたデー

タマネジメント上の課題を解決する必要がある。 

そこで本研究では、道路管理事務の内、維持、修繕及び交通安全・電線共同溝等を対象とし、下記を

要件とするシステムを提案する。 

 

 

図 3-1 道路管理事務の業務フロー 

 

 

要件 1：既供用道路も含め道路に関する各種データを 3次元モデルから基本的に取得可能とする。 

道路の 3 次元モデルを本システムに係るデータの中心に据え、これをデータのハブとすることで、

アクセス性の課題を解決し、道路管理者による現状等の把握の効率化や関係者とのデータ共有の効率

化を図る（図 3-2 参照）。 

BIM/CIM 活用業務・工事が増加しているところであり、そこで作成される 3次元モデルを維持管理段

階で活用していく必要があるが、道路管理者が管理する道路全体の延長に対し、3 次元モデルが引き継

がれる道路の延長は僅かである。そのような状況下においても引き継いだ 3 次元モデルを有効に活用

するためには、既供用道路においても 3次元モデルを作成し活用することが有用である。 

 

要件 2：データは、地図に重畳する形等でユーザーに提供する。 

道路管理に係るデータは、そのほぼ全てが位置情報（緯度・経度やキロポスト）を持つ。また、道路

現状等の把握

対策案の検討

対策案の確認・判断

共有
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管理者は、道路管理の多くの場面において、事象の位置を確認し、そこの道路の現状等を把握すること

が第一歩となる。従って、既存の GIS と同様、地図に重畳する形でデータを提供することが、道路管理

事務に馴染むと考える。 

 

要件 3：インフラデータプラットフォームを活用し、道路管理者等が自ら保有するデータはもとより、

他者の保有するデータについても収集・整理して提供する。 

道路管理者は、様々なデータ・指標を整理した後、それらを踏まえ総合的に判断する場面がある。従

って、データを横断的に収集・整理して提供する機能が有用である。この際、インフラデータプラット

フォームを活用することで、他者が保有するデータも活用することが可能となる。 

更に、インフラデータプラットフォームを活用することで、受発注者間でのデータ共有も効率化され

ると共に、メタデータ管理にも繋がり、データマネジメントに係る下記のような効果も期待できる。 

・データを活用した資料作成等に要する時間の短縮 

・古いデータや間違ったデータの利用防止 

なお、本研究（本システム）で前提としているインフラデータプラットフォームは、各データに対し

メタデータを自動的に付与し、そのメタデータを自身に格納しているというものを想定している 3-1)。 

 

 

 

図 3-2 データ活用プロセスイメージ（現状と目指す姿） 
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2. 本システムの構成 

本システムの構成イメージは図 3-3 の通りであり、4層構成となる。当面のユーザーとしては、道路

管理者の他、道路管理者が発注した業務・工事の受注者を想定している。 

道路管理者等のユーザーが任意のデータを取得するまでの流れは以下の通りとなる。 

①ユーザーが、求めるデータ（内容や位置情報）を入力 

②WEB サーバーがそれを受け取り、インフラデータプラットフォームに対しデータをリクエスト 

③インフラデータプラットフォームが、自身に格納されているメタデータ群の中から該当するデー

タを特定し、そのオリジナルデータが格納されているファイルサーバーに対しリクエスト 

④上記と逆の順序をたどり、ファイルサーバーからインフラデータプラットフォームを経由し WEB

サーバーがオリジナルデータのコピーを取得し、必要に応じて加工した後、ユーザー端末に転送 

4 層構成の内、インフラデータプラットフォームについては、東京大学 i－Construction システム

学寄付講座等において別途開発中である 3-1)。また、ファイルサーバーについては、インフラデータプ

ラットフォームにつながる各道路管理者等の（現存する）サーバーである。従って、本研究においては、

ユーザー端末及び WEB サーバー部分が主要な開発対象となる。 

 

 

図 3-3 システム構成 

 

 

3. 期待される道路管理事務の効率化・高度化 

(1)現状等の把握の効率化 

各種事象が発生した際、多くの道路管理者は、道路台帳等の紙媒体を含む各種資料等を確認すること

で現状や過去の経緯を把握している。このため、各種属性情報が付与された 3 次元モデル及びその他

のデータを、本システムを用いて効率的に収集し、必要に応じ地図に重畳する形で確認することで、現

状等の把握を効率化することが可能である。 

 

・道路管理に必要なデータを格納
・3Dモデル
・工事・業務成果 等

・ユーザー端末・IDPとのやり取り
・判断支援機能
・3次元モデルの表示機能
・3次元の演算機能 等

・WEBサーバー・ファイルサーバーとのやり取り
・オリジナルデータからメタデータを作成・保持

ユーザ
（道路管理者・受注者等）

WEBサーバー

インフラデータ
プラットフォーム

ファイルサーバー

開発部分

当寄付講座等で別途開発

インフラ情報保有者
LAN／internet

LAN／internet

LAN／internet
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(2)対策案の検討の効率化・高度化 

本システムにおいては、自らが保有するデータに加え他者が保有するデータも含め収集し、ユーザー

に提供することが可能である。これにより、例えば下記のような場面における対策案の検討を効率化・

高度化することが可能である。なお、下記①、②は舗装に係る管理事務を例としている。 

①優先度の検討 

舗装の修繕を行う場合、限りある予算を有効に活用するためには優先度を検討する必要がある。

この場合、道路管理者は各種の関連する指標・データ（例えば、道路の状況、交通の状況、舗装の

履歴・現状）を整理し、総合的に判断することが望まれるが、精緻に行うにはそれ相応のコストが

かかることになる。そこで、本システムを用いて各種のデータを収集・整理することで、総合的な

判断が効率化・高度化される。 

②修繕工事 

直轄国道においては、道路管理者は舗装修繕工事を発注する際、舗装計画交通量や塑性変形輪数

等の性能指標等を規定している。その後、受注者において上記性能指標等や道路台帳等の発注者か

らの貸与資料を基に舗装構成や材料等を検討した後、舗装構造提案書を作成し、発注者の審査を経

て現場に着手している。本システムを用いることで、この様な道路管理者（発注者）、受注者双方

の事務・検討が効率化・高度化される。 

例えば現状の交通量の他、現状の舗装構成、その施工履歴や劣化状況を道路管理者が効率的に収

集・整理することを支援し、適切な性能指標を効率的に設定できる環境を提供する。また、受注者

も同様に現状等を確認可能とすることで資料貸与の手間が省けるほか、自社の施工実績のみなら

ず、その評価等も含めた提案を効率的に行うことが可能である。 

③劣化予測・要因分析 

道路を取り巻く環境はその存在する場所や交通状況等により様々であり、その劣化の要因分析

や劣化予測等を行う場合、道路に関するデータに加えその取り巻く環境に係るデータを収集する

必要がある。従って、道路に関する各種データ（道路の現状の構造や状態、施工・補修履歴等）に

加え、道路を取り巻く環境に係るデータ（交通状況、周辺地盤状況、気象状況等）も本システムを

用いて収集・整理し、これをシミュレーション等のインプットデータとすることで劣化予測等が効

率化・高度化される。 
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第 4章 システムのプロトタイプ開発 

 

1. 対象エリア等 

プロトタイプは、関東地方整備局との打ち合わせを踏まえ、宇都宮国道事務所のご協力を頂き、宇都

宮国道事務所 国分寺出張所管内の新 4号国道約 4.6km の区間を対象とすることとした。 

 

 

図 4-1 プロトタイプの対象エリア 

（出典：地理院地図（電子国土 Web）を加工） 

 

＜プロトタイプ対象エリア＞ 

区間：新 4号国道 

起点 石田工業団地入口交差点：栃木県河内郡上三川町大字石田（94.1Kp） 

終点 瑞穂野団地入口交差点：宇都宮市下桑島町（98.7Kp） 

管理者：関東地方整備局 宇都宮国道事務所 国分寺出張所 

現地状況：一般部 6車線、高架部 4車線＋2車線 
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一般部（94.5kp 付近） 

 

高架部(95.5kp 付近) 

図 4-2 現地状況 

（出典：宇都宮国道事務所提供） 

 

 

国分寺出張所が管理している新 4 号国道の概要は表 4-1 の通りであり、大型車交通が多く、このた

め舗装を健全な状態に保つことが主要な課題となっている。 

 

表 4-1 新 4 号国道（国分寺出張所管内）の概要 

管理延長 61.7km 

車線数 6 （一部 4） 

供用時期 S49～H28 ※現在も事業中 

交通量（台/日） 38,301～75,956 

大型車混入率 17.7～42.4％ 

（出典：宇都宮国道事務所 HP、平成 27年度全国道路・街路交通情勢調査を基に作成） 

 

管理者である国分寺出張所は、他の路線を含む約 97.4km を、出張所長を含む 3～4 人の職員及び常

駐の委託業者 5人で管理している。 
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2. 対象とする道路管理事務等 

プロトタイプでは、第 2 章で整理した道路管理事務の内、上記の国分寺出張所が抱える課題を踏ま

え、舗装に係る維持及び修繕（表 2-1 の下線部）を対象とした。 

 

表2-1 道路管理事務の体系（再掲） 

①維持 ・平時・災害時の巡回 

・路面管理（ポットホール対応等） 

・除草・剪定，落下物処理，清掃 

・除雪，凍結防止剤散布 等 

②修繕 ・橋梁，トンネル，舗装等の点検・診断・補修 等 

③交通安全 

電線共同溝 

・交差点改良，電線共同溝整備 等 

④許認可 ・占用申請（道路法32条），切下申請（道路法24条）対応 

・不法占用物件対応 等 

 

舗装に係る道路管理事務の主な内容（場面）及び、道路管理者の判断内容やその際に活用される（さ

れるべき）データ・資料等を、維持についてはポットホール対応について、修繕については舗装修繕工

事の発注について、関東地方整備局職員等へのヒアリング及び既存文献 4-1,2)から表 4-2、4-3 の通り整

理した。なお、表 4-2、4-3 の「必要な情報[資料等]」に加え、職員等は必要に応じ現場に行き、現地

状況等の情報を収集している。 

以上を踏まえ、第 2章で整理した「出張所の職員等が用いる主な資料等」の内、下記の 3種類のデー

タをプロトタイプにおいて扱うこととした。 

3 次元モデル ：現状は道路台帳が担っている「道路の基礎的な事項を取りまとめた、

管理における基本かつ重要なもの」の将来形として 

ポットホール対応記録 ：維持に係る日々生成されるデータの代表として 

点検診断調書 ：修繕に係る数年に一度程度の頻度で生成されるデータの代表として 

なお、ポットホール対応記録については、維持工事の受注者が内部的に整理しているものであるが、

今回は宇都宮国道事務所事務所経由で提供いただいた。 
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①維持 

表 4-2 ポットホール対応の主な場面・判断内容・必要な情報 

主な場面 判断内容 必要な情報［資料等］ 

道路利用者等から

の電話やパトロー

ル等でポットホー

ルを把握 

・応急措置完了までの間の保安

処置（通行規制等）の実施（そ

の内容）／不実施 

※ポットホールは見つけ次第、基

本的には常温補修材等で応急

補修する 

― 

PH が原因と思われ

るパンク等の管理

瑕疵が考えられる

事象が発生 

・原因と考えられるポットホー

ルの確定と補償の可否 

・事案発生時の当該場所の舗装状態 

［パトロール日誌、ポットホール対応記録、

Google ストリートビュー］ 

大雨の前等、ポッ

トホールの発生が

予測される場合の

事前の対処 

・優先的に対処すべき箇所 ・舗装設計、施工履歴［道路台帳］ 

・ポットホールの発生状況 

［パトロール日誌、ポットホール対応記録、

Google ストリートビュー］ 

・交通状況（交通量、大混、道路の位置づけ） 

 

②修繕 

表 4-3 舗装修繕工事の主な場面・判断内容・必要な情報 

主な場面 判断内容 必要な情報［資料等］ 

舗装修繕工事の発

注時期・対象箇所・

修繕方法の検討 

・工事発注の時期 

・工事の対象箇所 

・修繕方法（工事発注の際に規定

する舗装計画交通量や塑性変

形輪数等の性能指標等） 

・現在の状態 

［点検診断調書、パトロール日誌、ポットホ

ール対応記録、Google ストリートビュー］ 

・現在の設計 

［道路台帳、業務・工事の成果品］ 

・施工履歴 

［道路台帳、業務・工事の成果品］ 

・交通状況（交通量、大混、道路の位置づけ） 

次年度に対応すべ

き箇所を把握する

ため、舗装状態が

悪い箇所を抽出 

・次年度に対応すべき箇所 同上 
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3. プロトタイプの機能 

第 3章の「期待される道路管理事務の効率化」及び宇都宮国道事務所との調整を踏まえ、プロトタイ

プでは下記の機能を実装した。 

 

(1)3 次元モデルの重畳等 

道路管理者等が行う現状や過去の経緯の確認を効率化するため、5.の通り作成した 3 次元モデ

ルを地図上に重畳し、モデルが保持している属性情報等をユーザーが確認でき、また、重畳したモ

デルを属性情報等に応じて着色できる（例：舗装の健全度に応じモデルを着色）機能を実装した。 

 

 

図 4-3 属性情報等の確認画面 

 

 

図 4-4 属性情報等によるモデルの着色画面 
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(2)任意の複数のデータの横断的出力 

道路管理者等が行う各種検討、特に種々のデータ・指標を踏まえて行う総合的な検討・判断の他、

各種シミュレーションのインプットデータとすることができるよう、任意の複数のデータを一度

に出力できる機能を実装した。今後、本機能に各種集計・シミュレーション等の機能を付加するこ

とで、より道路管理者の判断を支援することが可能と考える。 

 

 

図 4-5 出力するデータの選択画面 

 

(3)その他 

本システムの特徴（既存の GIS との相違点）として、インフラデータプラットフォーム経由で活

用するデータを webサーバー内に取得する点が挙げられ、このための機能を実装した。 

 

 

図 4-6 データの問い合わせ等の画面 

インフラデータプラットフォームから呼び出したメタデータ群
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具体的には、図 4-6 の通り、所定のアイコンをクリックした後、必要なデータのキーワード等を

入力することで、インフラデータプラットフォームに格納されているメタデータ群の内、該当する

ものがリスト形式で表示され、そこから web サーバー内に取り込みたいデータを選択することが

可能となっている。 

 

 

4. プロトタイプの構成 

プロトタイプの構成は図 4-7 の通りであり、道路管理者等が導入するハードルを下げるとともに他

者による機能の追加・改善等を可能とするため、ソフト等の選定は下記を基本的な方針とした。以下、

個別に述べる。 

［基本的な方針］ 

・安価であること 

・オープンソースであること 

・活用実績があること 

 

 

図 4-7 プロトタイプの構成① 

 

(1)ユーザー端末 

道路管理者等の組織がシステムを導入する際のハードルを極力低減するため、ユーザー側では

一般的な WEB ブラウザで利用可能なシステム構成とした。 
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(2)web サーバー 

開発する web サーバーには、大きく下記の 2 つの機能が必要となる（将来的に開発する部分も

含む）。 

・ユーザー端末及びインフラデータプラットフォームとのやり取り 

・判断支援機能（3次元表示、複数データの横断的出力、その他 3次元演算等） 

この内、3次元表示機能については、GIS エンジン及び表示対象となるデータを格納するデータ

ベースで構成した。前者については、3 次元データを表示可能なオープンソースソフトウェアが

種々存在するが 4-3)、今回は、Cesium.js と Mapox とを比較し、他のライブラリを活用しなくとも

3次元表示機能が相対的に高いと考えられる Cesium.js とした。後者については、まず、WEB サー

バー／GIS が、事前に構造を把握していないデータを取り扱う必要性を鑑み、SQL ではなく、構造

が柔軟な NoSQL とした。次に、整合性・拡張性・柔軟性・機能性・永続性の評価軸の内、柔軟性を

重視し、ドキュメント指向型及びグラフ型を検討対象としたが、プロトタイプ開発時点では、3次

元モデルを含めてグラフ型で表現すべき程の関係性がないためドキュメント指向型とし、この内

で最も一般的と考えられる mongoDB を採用した 4-4)。 

 

(3)インフラデータプラットフォーム内のメタデータ 

インフラデータプラットフォーム内に格納されるメタデータについては、将来的に自動生成す

べく当寄付講座等において研究が進められているが、本研究においては手動で各データに対して

メタデータを付与した。その項目に関しては、Dublin Core™ Metadata Element Set, Version 1.14-

5)及び JIS X 0836（ダブリンコアメタデータ基本記述要素集合）4-6)に規定されている 15項目を基

本とした。但し、「date」については、データを作成した日、更新した日、インフラデータプラッ

トフォームに登録した日を区別するため、DCMI Metadata Terms4-7)で規定されている「date」のサ

ブプロパティである「created」、「modified」、「dateAccepted」を用いた。 

  



4-9 

 

表 4-4 メタデータの項目 

項目 DCMI Metadata Terms での定義 備考（今回の対応等） 

contributor An entity responsible for making contributions to the 

resource. 

 

coverage The spatial or temporal topic of the resource, spatial 

applicability of the resource, or jurisdiction under which the 

resource is relevant. 

データが対象とする号線

及び起終点のキロポスト 

creator An entity primarily responsible for making the resource. データを作成した業務等

の受注者 

date A point or period of time associated with an event in the 

lifecycle of the resource. 

 

 
created 

Date of creation of the resource. データを作成した日を便

宜的に付与 

modified 
Date on which the resource was changed. データを最後に修正した

日を便宜的に付与 

dateAccepted 

Date of acceptance of the resource. インフラデータプラット

フォームに登録した日を

便宜的に付与 

description An account of the resource.  

format The file format, physical medium, or dimensions of the 

resource. 

 

identifier An unambiguous reference to the resource within a given 

context. 

便宜的に付与 

language A language of the resource.  

publisher An entity responsible for making the resource available.  

relation A related resource.  

rights Information about rights held in and over the resource.  

source A related resource from which the described resource is 

derived. 

 

subject The topic of the resource.  

title A name given to the resource.  

type The nature or genre of the resource.  
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(4)テスト環境 

宇都宮国道事務所においてテストを行うため、webサーバー、インフラデータプラットフォーム、

ファイルサーバーを AWS（Amazon Web Services）上に構築した。なお、第 5章で記載する第 1回

テスト時については、暫定的に web サーバー、インフラデータプラットフォーム、ファイルサーバ

ーを一台のサーバーで兼ねた構成（図 4-8 左側）となっている。 

 

 

図 4-8 プロトタイプの構成② 

 

 

5. 3 次元モデルの作成 

システムにおける情報の中心となる道路の 3次元モデルを、MMS で取得した点群データを基に作成し

た。以下、その手順について述べる。なお、3次元モデルの作成に当たっては、その作業の多くを、東

京大学 i－Construction システム学寄付講座と別途共同研究を行っている国際航業株式会社にご協力

いただいた。 

 

(1)点群データの取得 

プロトタイプ対象エリア 4.6km の点群データを MMS により取得した。 

［取得日］ 2020 年 5月 7～8 日（木・金） 

［作業者］ 国際航業株式会社 

［点群密度等］ 500～1,000 点/㎡ 測定速度：約 50km/h 

［データ容量］ 13.3GB（色付） 

※別途画像データ（134GB）も取得 
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図 4-9 測定車両外観 

 

(2)CAD での図化 

点群データから、CAD ソフト（MicroStation）を用いて 3次元モデルを作成した。作成作業は、モ

デルの仕様や作業方針を確認するため、全ての地物（車線、副道、その他（ゼブラ）、路肩、中央帯、

歩道、植樹帯、平面交差部、立体交差部）が網羅可能な起点側の 1.4km 区間から着手した（図 4-10）。

なお、今回はサーフェスモデルのみの作成となっており、舗装等の厚みのモデル化については今後対

応していく予定である。 

 

 

図 4-10 点群データ取得範囲イメージ 

 

①データモデル（仕様） 

今回作成するデータモデル（仕様）は、J-LandXML4-8)を参考とした。 

  

中央帯 橋梁部

点群取得範囲 4.6km

第一弾作業対象
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（横断構成要素） 

図 4-11 3 次元モデルのデータモデル（仕様） 

 

 

(3)属性の付与等 

①モデルに付与すべき属性情報の検討 

3 次元モデルから任意の情報を取得する方法としては、モデルの属性情報として直接的に情報を

モデルに付与する方法（以下、「直接付与」という。）と、モデルの外部に各種情報を格納しておき、

それをモデルとリンクさせる方法（以下、「外部参照」という。）とがある。両者のメリット・デメ

リット等は表 4-5 のとおり整理できる。 
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表 4-5 情報の付与方法とそのメリット・デメリット等 

方法 メリット・デメリット等 

直接付与 〇情報の確認が相対的に早い 

〇モデルのまま各種解析やシミュレーション等が可能 

×モデルの容量が増加→動作が遅くなる可能性 

外部参照 ×情報の確認が相対的に遅い 

×モデル（形状）のみでは解析やシミュレーション等が不可能（または限定

的） 

〇モデルの容量は比較的軽量 

 

そこで、本研究においては、道路管理者や受注者等が確認・使用する頻度が高い項目を直接付与す

るとの方針の下、項目の選定を行った。以下、直轄管理国道のアスファルト舗装を想定し、直接付与

する項目を検討した結果を示す。 

まず、道路管理者が確認・使用する頻度が高い項目に関しては、道路管理者が日々活用し、そのた

めの情報が集約されていると考えられる道路台帳をベースに検討し、道路の基本的な諸元である下

記の項目を選定した。 

［選定項目］ 

路線名、距離標、管理事務所・出張所 

次に、受注者等が、確認・使用する頻度が高い項目に関しては、「舗装の（修繕）設計の観点」及

び「舗装マネジメントの観点」から整理した。まず、前者については、現状の設計の流れ 4-9)（図 4-

12）を踏まえ、下図で現れる項目については、設計をはじめとした各種検討に用いられる可能性が高

いと考え、下記の通り選定した。 

［選定項目］ 

路面及び舗装の設計期間、舗装計画交通量、 

設定した性能指標（疲労破壊輪数、塑性変形輪数、平坦性、透水水量、その他）、 

信頼度、設計 CBR、路床材料、各層の材料（・厚さ） 

後者については、「舗装点検要領に基づく舗装マネジメント指針」（H30.9 日本道路協会）4-10)内で

整理されている「点検診断に先立ち必要な情報」及び「メンテナンスサイクル運用中に追加し蓄積す

る情報」を基に上記の基本方針案を踏まえ設定した（表 4-6、4-7）。 
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図 4-12 設計の流れ 

（出典：舗装設計便覧（H18.2 日本道路協会）） 

 

 

表 4-6 「点検診断に先立ち必要な情報」と直接付与する項目の選定 

項目 担当者  対応案 

道路の分類 道路管理者が設定  直接付与 

管理基準 〃  〃 

使用目標年数 〃  〃 

供用年数 点検・診断実施者が確認  〃 

位置情報 道路管理者が選定  〃 

（出典：舗装点検要領に基づく舗装マネジメント指針（H30.9 日本道路協会）を基に加工） 
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表 4-7 「メンテナンスサイクル運用中に追加し蓄積する情報」と直接付与する項目の選定 

項目 点検 診断 

措置  

対応案 工法 

選定 
設計 

施工 

計画 

 

措置情報 

補修の頻度、規模、方法、原因、履歴、修繕履歴等 

〇 〇 〇 〇 〇  外部参照 

点検・診断記録 

損傷が顕在化し始めた時期、その後の経過に関する情報 

〇 〇 〇 〇 ―  外部参照 

道路情報 

①幅員構成  ②立地構造：盛／切／TN／橋 等々 

③信号の有無 ④設計要素：道路区分、設計速度、縦横断線形等々 

△ △ ― ― △  ④は直接付与 

交通情報・交通履歴 

大型車交通量等 

△ 〇 〇 〇 ―  モデルの属性情報にはなじまない 

舗装構成 

舗装の種類、構造、使用材料 

△ 〇 〇 〇 〇  直接付与 

路床条件 

路床の設計支持力 

― △ △ 〇 ―  直接付与 

気象記録 

気温（路面温度）、積雪、降水量等 

― △ ― 〇 ―  モデルの属性情報にはなじまない 

沿道環境 

環境や沿道条件（人口密度、周辺施設等） 

※補修工法の選定、施工計画の策定に必要 

― ― 〇 △ 〇  モデルの属性情報にはなじまない 

工事状況 

当該舗装を構築した工事に関する情報 

― 〇 ― ― 〇  外部参照 

巡回時の損傷情報 〇 〇 △ △ 〇  外部参照 

沿道住民等の要望  〇 〇 △ △ 〇  外部参照 
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表 4-7 「メンテナンスサイクル運用中に追加し蓄積する情報」と直接付与する項目の選定 

項目 点検 診断 

措置  

対応案 工法 

選定 
設計 

施工 

計画 

 

その他の情報 

アスファルト合材プラントの情報 

交通事故や渋滞の情報 

〇 〇 △ △ 〇   

外部参照 

道路のモデルの属性情報にはなじまない 

〇必要な情報 △参考とする情報 

 

（出典：舗装点検要領に基づく舗装マネジメント指針（H30.9 日本道路協会）を基に加工） 
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以上より、表 4-8 のとおり舗装の維持管理事務に関しモデルに直接付与すべき属性情報の案を選

定した。今後、システム開発に合わせて、道路管理者等に過不足がないか等を確認していく必要があ

る。 

 

表 4-8 舗装の維持管理事務に関しモデルに付与すべき属性情報（案） 
 

項目 

道路全般に 

関する項目 

道路基本諸元 

路線名、距離標、管理事務所・出張所、道路区分、設計速度 

舗装に関する項目 路面及び舗装の設計期間 

舗装計画交通量 

設定した性能指標（疲労破壊輪数、塑性変形輪数、平坦性等） 

信頼度 

設計 CBR 

各層の材料・施工時期（・厚さ） 

道路の分類 

管理基準 

使用目標年数 

路床に関する項目 路床材料 

 

 

②属性の付与等 

維持管理段階で用いる 3 次元モデルのデータ形式については、道路を含むインフラ分野への拡

張が進められている IFC 形式になると筆者は想定しているが、プロトタイプにおいては、GIS で扱

うためその一般的な形式の内の一つである KML 形式に(2)のデータを変換した。また、上記で整理

したモデルに付与すべき属性情報案については、今回は形状との関係が 1 対 1 のものに限定する

と共に、KML では属性データの取り扱いが厳密に決められていないことから、モデル外の DB

（MongoDB）に格納することとした。 

 

(4)縦断方向の分割 

道路の 3 次元モデルの縦断方向の作成単位については、土工部が続く場合などに特に問題となる

が、本システムのユーザーとしては、モデルを縦断的に細かく分割することによるメリットは特段な

いと考えられる。 

一方、属性情報等に応じて着色するためには、着色したい単位（粒度）で GIS 上のポリゴンを用意

しておく必要がある。従って、プロトタイプにおいては、舗装健全度等の各種（属性）情報に応じ着

色表現するため、舗装点検要領 4-11)において「評価延長は局所的な損傷も抽出できるよう、最低単位

を 10ｍとし」とされていることを参考に、10m ピッチに分割することとした。 
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第 5章 開発したプロトタイプの検証 

 

システムを実用的なものとするため、宇都宮国道事務所の職員等のご協力を頂き、その有効性や実装す

る上での課題を確認するテストを 2回実施した。 

 

1. 第 1 回テスト 

(1)日時等 

［日時］ 2020 年 9月 16 日 13：00～15：00 

［場所］ 国分寺出張所 

［参加者］ 事務所職員 4名、 

事務所課長クラス 2名 

出張所長クラス 1名 

出張所係長クラス 1名 

委託業者 1名 

(2)開発状況 

①機能 

第 4章 3.で述べた機能(1)～(3)の内、(1)のみとなっている 

②システム構成 

暫定的に web サーバー、インフラデータプラットフォーム、ファイルサーバーを一台のサーバー

で兼ねた構成（図 4-8 左図）となっている。 

 

 

図 4-8 プロトタイプの構成②（再掲） 
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(3)テスト方法 

プロトタイプ（が操作可能な PC 端末等）を出張所に持ち込み、システムの概要を説明した後、職員

等に実際に操作いただいた。その後、下記「テスト項目」を内容としたアンケートに記入していただい

た。 

なお、操作機会を確保し、様々なフィードバックを得るとの観点から、プロトタイプ（PC 端末等）

は現地に存置し、アンケートへの回答は後日行っていただいた。 

［テスト項目］ 

ⅰ)データ等をリクエストする際の操作性 

ⅱ)表示されたデータ等を確認する際の 

・各種情報の表現方法、項目の過不足 

・10m ピッチでの着色の有用性（判断支援として、他者への説明資料として） 

ⅲ)具体の業務改善見込み 

ⅳ)その他要望、気づき等 

 

  

図 5-1 第 1 回テストの様子 

 

(4)テスト結果 

参加者から寄せられた意見等は下記の通りであり、次回テストに向けて引き続き機能の充実及び表

現方法の改善を行うこととした。 

○ポットホール対応記録データの活用 

・ポットホールが原因と考えられるタイヤのパンク等が発生した場合、発生個所と管理対応との

関係性を把握するため、原因となったポットホールを特定する必要がある。従って、タイヤの左

右までのレベル（詳細度）でポットホールの位置がわかるとベスト。 

・修繕箇所を検討するため、現状は、管内の舗装が悪い箇所を抽出し写真と共に集計している。抽

出作業は、出張所の担当者の経験・感覚に頼るところが大きい。 

・修繕工事を行った場合は、それ以前のポットホールを表示しないようにする必要。 

○10ｍピッチの着色 

・事務レベルの検討においては、10m ピッチの着色で問題ない。 
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○その他 

・航空写真を重ねているのと同様に、台帳平面図・住宅地図も地図に重ねて表示したい。加えて、

距離標も表現されていると現場作業の際の目安になる。 

 

 

2. 第 2 回テスト 

(1)日時等 

［日時］ 2020 年 10 月 20 日 15：00～17：00 

［場所］ 宇都宮国道事務所 

［参加者］ 事務所職員 9名 

事務所長、副所長 

事務所課長クラス 3名 

出張所長クラス 3名 

出張所係長クラス 1名 

(2)開発状況 

①機能 

第 4章 3.で述べた機能(1)～(3)を実装している。 

②システム構成 

本来の 4層構成（図 4-8 右図）となっている。 

(3)テスト方法 

第 1回テストと同様であり、アンケート内容（テスト項目）は下記の通り。 

［テスト項目］ 

ⅰ)データ等をリクエストする際の操作性 

ⅱ)表示されたデータ等を確認する際の 

・リクエストから確認までの手間・ストレス 

・新たに追加した機能（任意の複数のデータの横断的出力）の有用性 

・各種情報の表現方法、項目の過不足 

ⅲ)具体の業務改善見込み 

ⅳ)その他要望、気づき等 
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図 5-2 第 2 回テストの様子 

 

(4)テスト結果 

参加者から寄せられた意見等は下記の通りであり、引き続き機能の充実及び表現方法の改善を行っ

ていく予定である。 

〇表現方法等 

・目的（修繕箇所の検討、日常管理等）に応じた表現方法が必要。例えば、修繕箇所の検討におい

ては、小縮尺で表示したときにも着色状況（舗装状態）が分かる必要。 

・ひびわれ、わだち掘れ、IRI の内、どの指標が健全度判定根拠となっているかを表現する必要。 

・画面上の各ボタンが持つ機能をビジュアル的に表現することで、初心者でも使いやすくなる。 

・より見やすくするため、モデルとベース地図との離隔をなくす必要。 

・選択したモデルの範囲に対応する現地の画像を表示することで、現状把握が促進される。 

〇業務改善への寄与 

・点検データや日常管理の情報を、誰でもいつでも利用可能となり、人事異動等があってもデータ

の引継が可能となる。 

・劣化状態や行政相談等の必要な情報を、共通のフォーマットで誰でも検索、集計できるようにな
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れば、出張所・事務所・本局それぞれにおける作業が大幅に削減可能となる。 

・補修すべき箇所の現地確認が効率化される。 

〇求められる機能の拡張 

・コンクリート舗装にも対応できる必要 

・占用物件を 3次元で管理できる機能 

・現状を踏まえた修繕すべき箇所やその補修方法・概算額等の算出する機能。また、それらを市町

村ごと、出張所ごと、県ごとに集計する機能。 

・現場状況を画像で確認出来る機能。過去との比較が出来ることが望ましい。 

・舗装以外の行政相談に係るデータ等も将来的に取り入れ、道路管理全般を対象とする必要。 

・キーワード検索機能 

〇その他 

・既存のシステムを踏まえた運用方法を検討する必要。 

・データ収集のあり方やホットホールの発生メカニズムなど、より上流側の問題についても今後

検討や意見交換をしていきたい。 

・道路管理者が所有する、または将来的に所有することとなる種々のデータを生かし切れるシス

テムとする必要。 
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第 6章 結論 

 

1. 結論 

道路管理事務におけるデータマネジメント上の課題解決及び道路管理者の意思決定の支援に資する

システムとして、ユーザー端末、web サーバー、インフラデータプラットフォーム、ファイルサーバー

から構成されるシステムを提案し、舗装の維持・修繕に係る道路管理事務を対象にプロトタイプを開発

し、下記の機能等を実装した。 

①3 次元モデルを地図に重畳し、属性情報等を確認／属性情報等に応じモデルに着色 

②任意の複数のデータの横断的出力 

加えて、道路管理者等を対象に開発したプロトタイプの検証を実施し、現状等の把握に対する有用性

を確認した他、実装に向けての機能面の改善点や運用面の留意事項等を確認した。 

 

2. 今後の課題と展望 

システムを道路管理者等が実際に導入・運用するには、以下の項目が必要であり、今後、研究を進め

ていく予定である。 

(1)プロトタイプの拡張・改善と将来的な業務の在り方の検討 

対象とする事務・データを拡大し、種々の場面を想定したテストを行う必要がある。 

また、今回開発した機能は、いずれも基本的にはインフラデータプラットフォーム経由で取得した

データをそのままユーザーに提供するものである。したがって、取得したデータを用いて道路管理者

が行うであろう各種の集計・シミュレーション等を自動的・効率的に行う機能を付加していくことを

考えている。 

これと合わせ、本システムにより道路管理業務がどのように変化するのか、即ち道路管理業務の将

来的な在り方を明確にし、提示していく必要があると考える。 

 

(2) 実装・データマネジメントの確立に向けた検討 

本研究において検討しているシステムを道路管理の実務で実装するとともに、道路管理者におけ

るデータマネジメントを確立するため、下記を内容とする広義のシステムを開発する必要がある。 

・道路管理者を取り巻く現状のデータ・資料等に加え、3次元モデル、点群データ、センシングデ

ータ等のこれまで扱ってこなかったデータを含めた、道路管理者として管理すべきデータの全

体像（管理すべき概念・データやその関係性）の検討 

・本システムを長期的に運用していくためのデータガバナンス（体制・ルール等） 
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