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国土交通省
インフラ分野のDXアクションプラン(20220320)

行政手続デジタル化
情報の高度化とその活用
現場作業の遠隔化・自動化・自律化

インフラ老朽化
担い手不足

最新のDXツール等を活用した
インフラマネジメントへの継続的な取組必要

気候変動・自然災害激甚化
市⺠ニーズの高度化(安全安心+QOL)



維持管理機能の向上
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２．ドローン利活用 （3Dデータ、衛星）

①車載カメラ+AIによる路面診断
②LTEカメラ+AIによる駐輪状況把握

５．屋外公共空間の夏期異常高温対策

３．AI技術の活用

まちの品格・魅力 暮らしの質 の向上

１．建設事務所業務改革プロジェクトチーム
■神⼾市のインフラＤＸに関する主な取組み

４．非破壊検査技術の活用
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「やめる、へらす、かえる」の理念のもと、市⺠及び職員の負担を軽減
・建設局⻑以下、全職員発意による業務改⾰の継続的取組み（R3.4〜）
・本庁+市内６建設事務所+３水環境センター によるPT

市⺠通報要望対応業務
事務所代表電話のIVR化(R4.4〜) Interactive Voice Response 自動音声回答
市⺠通報要望システムの統合 KOBEポスト/建設局PICS(R4.6〜)

公共施設維持管理業務
施設台帳GIS化・舗装補修計画、管理瑕疵
ドローン

工事関連業務
タブレット導入による工事管理業務の効率化
工事情報共有システムの利用促進

審査・許認可業務
掘削・占用システム改善 道路管理センター道路管理システムとの連携

日常業務
公用車運行管理システム導入

１．建設事務所業務改革推進プロジェクト（令和3年度〜）
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車載カメラ+AIによる路面診断 (H30〜)
背景
・舗装点検要領の改正

H28.10  路⾯性状調査、⻑寿命化計画、点検,診断,措置結果の記録（台帳）
H29.3 目視を原則とし、必要に応じて機器仕様を妨げず（ICT等による診断）

・路面性状調査（H29,30）
国道（市管理），主要地方道，一般県道を対象（分類B,C）
初めての実施、限られた予算、管理情報の離散
統合GIS（H30〜）

・ＡＩ路面診断_技術開発から実証、実装へ
国土交通省_舗装点検技術の試験結果（H30.12） 16技術
ちばれぽ，My City Report（R元~） コンソーシアム
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・ＡＩ路面診断システムの有効性
職員の通常業務内で簡便に調査可能か。
走行網羅性、診断精度

・道路パトロールの自動化等による道路管理業務の効率化・高度化
集配車両、市バスを活用した試行調査

・路面性状調査(R4)の効率化・簡便化・補完
予算の範囲で、補助幹線道路の劣化を調査できないか。
ハイブリッド調査手法により、⻑寿命化修繕計画を策定（予定）

調査目的
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システムの選定
■複数システム試行（H30,R元年）
■国調査フィールド提供（H30,R元年）

市バスロケーションシステム →市バスによる道路パトロール FS調査
■ＮＥＣ「くるみえfor Cities」で試行調査（R2〜）
・車載カメラ（ドラレコ）：職員で簡便に取り付け

路⾯画像、加速度を収集し、全データを自動通信
vs スマホ型、専用車載カメラ型

・クラウド：ＡＩがひび割れ率、平坦性、ポットホール検知
vs エッジ判定型、非通信型

・ＷＥＢ GIS閲覧、路⾯成績のエクスポート
・人物モザイク処理（個人情報保護機能）
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ＮＥＣ 道路劣化ＡＩ診断サービス「くるみえfor Cities」
NETIS登録番号 KT-200004-A
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データ解析の特徴＿機械的に有意なデータを除外
・雨の日や日影等により画像状況が様々なため、解析結果を複数回集計（推奨5回）

ヒストグラムの特徴をふまえて最終的な解析結果を導く。
（１）ひび割れ率
・撮影画像から路⾯領域、ひび割れ箇所をＡＩ検知。
・路⾯領域を50×50ピクセルに分割。メッシュ単位で有無を判定。
・ひび割れ有りメッシュ数／全体メッシュ数の比率を算定。
・ヒストグラムの特徴は絶壁型。最大値を代表値に採用。
（２）IRI（平坦性）
・クラス３に分類される評価手法「レスポンス型道路ラフネス測定

システム」に従い、鉛直方向に生じた加速度からIRIを推定。
・加速度は走行速度や横断方向の走行位置のずれ等の影響を受け、

ヒストグラムは一般型。最頻値を代表値に採用。

頻
度

頻
度
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（１）道路管理車両による走行調査_システム画面例

システム判定画⾯

現場状況
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（１）道路管理車両による走行調査_①走行網羅性
走行場所：⻑⽥区・須磨区、北区（⻄部、北建設事務所_３台×２）
走行期間：令和３年２月〜５月（３カ月)
走行結果：管内道路の大半が５回以上の走行を確認

住宅団地内の生活道路も網羅することができた
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路線名 距離
(km)

調査有無

山麓線_下り 4.8 H29年度

高倉白川線_下り 0.8 なし

長田・丸山 0.2 なし

神戸三田線_上下 3.0 H29年度

神戸加東線_上下 3.0 H30年度

市野瀬有馬線_下り 2.5 H30年度

評価 ひびわ
れ

平坦性 ポットホール

一致 24 5 2

どちらで
もない

0 1 4
(経過観察)

不一致 0 0 6
(亀甲ひび/凹み/しみ)

計 24 6 12

表-1 評価対象路線 表-2 現場認識との一致確認結果

調査管内で顕著な劣化箇所が見られる路線の一定区間（表-1）を抽出
システム診断結果と職員の現場認識との一致性を検証（表-2）
ひび割率、平坦性はほぼ認識が一致したが、ポットホールは誤認識多い

➁システム診断結果と職員の現場確認との一致状況
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ひび割れ率の一致例 （山麓線上り）
AI診断結果

現場認識
診断結果 〇
補修要否 〇

急こう配上り坂の交差点バス路線である。
ひびわれ多数あり、経年劣化と思われる。
反対車線は舗装補修している。
補修必要だが順番待ちの状況。

現場確認結果
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平坦性（IRI）の一致例 （山麓線下り）
AI診断結果

現場認識
診断結果 〇
補修要否 〇

現場確認結果

交差点付近ですべり止め舗装
をオーバーレイ補修
舗装が部分的に剥離。
流動によるわだち掘れ、段差
が生じ、IRIが増大。

拡大
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③システム診断結果と路面性状調査との一致状況
方法：表-1対象路線の内、平成29・30年度に実施した路面性状調査と比較検証

前提条件：調査区間は長さ100mで一定なのに対し，システム区間は総務省の地域メッシュ（62.5m四方）内で

位置・長さが異なるため，システム区間については起終点の中点が調査区間内に含まれるものを

抽出し，区間長さの割合から加重平均値を算出して（以下，区間紐づけ）比較

調査対象：調査結果が存在する156区間に加えて，令和元年度に同様の検証を実施したA市の結果17区間を補完
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ひび割れ率の比較結果

■相関係数
0.81（強い正の相関）

■概ね「一致」の領域内許容領域の範囲内、
かつ強い正の相関を得ており良好な精度で
あることを確認

区間紐づけや調査時期の不一致等の影響を考慮し、許容
領域（±20％）を設定し、この領域内を「一致」と判定。
「一致」領域から外れた「見落し」「誤検知」領域で、
補修済や経年劣化等明確に要因が確認出来たデータは除
外。
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MCI,MCI*の比較結果

■相関係数
0.67（正の相関）

■概ね「一致」の領域内、かつ正の相関を得てお
りMCIにおいても信頼性のある精度が得られた

区間紐づけや調査時期の不一致等の影響を考慮し、許容
領域（±20％）を設定し、この領域内を「一致」と判定。
「一致」領域から外れた「見落し」「誤検知」領域で、
補修済や経年劣化等明確に要因が確認出来たデータは除
外。

※対象156区間において、路⾯性状調査のわだち掘れ量
は16mm以下であった

MCI算出式
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③ポットホールの検知 一致例（市野瀬有馬線）
AI診断結果

現場認識
診断結果 〇
補修要否 〇

現場確認結果

損傷有。補修履歴あり。

現場写真なし
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ポットホール検知の課題

神⼾三⽥線（上り）
⻲甲ひび、舗装剥離前

神⼾三⽥線（下り）
⻲甲ひび、舗装剥離前

※対向車線からの検知

高倉白川線（北領域）
凹み

山麓線（下り）
油シミ

「不一致」判定について
「路⾯⻲甲ひび」「凹み」「シミ」をポットホールとして検知したケース
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ポットホールＡＩ検知の改良
・「雨粒」と「マンホール」が主な誤検知のため、ポットホールをより詳細に判定

するＡＩエンジンを追加し、２段階判定する方法に改良。（令和3年度）
・５路線41個で2段階判定を実施し、職員の判定結果との一致を検証。

その結果、誤検知数が1/3以下に減少。ポットホールの的中率が1.7倍向上。
再判定エンジンの

予測クラス
ポット
ホール

誤検知

職
員
判
定

ポット
ホール

６ ３

誤検知 １０ ２２

識別率＝(6+22)/41＝0.68）

図_再判定エンジンの判定結果図_ポットホールAI検知の仕組み
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④区画線のかすれAI検知
8路線11区間すべての区間で職員の現場認識と一致。有効性を確認した。
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(2)物流・交通事業者による走行調査
走行期間：令和３年11月〜令和4年2月（３カ月)
走行場所：⻑⽥・須磨区（⻄部建設事務所）10地域

北区（北建設事務所） ７地域
集配車：⻑⽥区・北区の２営業所の10台/月（延べ30台）

画像取得は１週間/月（延べ3週間）
市バス：⻑⽥区松原営業所2台

画像取得は２週間/月（延べ6週間）
走行結果（網羅性、走行回数）
・集配車は1か月の短期間に80％の道路を網羅し、

10回以上の走行回数
・市バスはバス路線に限られるものの約16回走行

写真提供：ヤマト運輸(株)

写真提供：神⼾市交通局
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道路管理車（3カ月走行） 集配車（1カ月走行)）

道路管理車と集配車の走行調査比較の一例①

◀北区藤原台の走行調査
比較の一例

・集配車、市バスの診断
結果と道路管理車両の
診断結果とを代表的な
6地点で比較

・車種によるひび割れ率、
IRIの精度を検証
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道路管理車と集配車の走行調査比較の一例➁

ひび割れ率：ぼぼ同様の結果
IRI： 集配車約２倍、市バス約1.5倍。車種による振動特性。

走行速度や車線数、マンホールの有無に影響を受けないので、補正可能。
マンホール上でのIRI値比較（集配車）幹線／一般／生活道路での集配車IRI値比較）
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道路管理サービス、コネクテッドカー
• ＡＩ診断システムやコネクテッドカーによるビッグデータの活用が進むこと

で、道路維持管理サービスの自動化、効率化を期待

米国でコネクテッドカーを利用した道路インフラメンテ
ナンス事業を展開するi-Probe Inc.設立のお知らせ
パシフィックコンサルタンツ(株)プレスリリースより引用

自治体向け道路管理サービスの提供開始
〜ＡＩ画像解析技術を活用〜
関⻄電⼒（株）プレスリリースより引用
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(3)路面性状調査とAI路面診断の併用

当初案
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ー専用車：パスコ
緊急輸送道路
約708km
令和5年10~11月

ーAI路⾯診断：NEC 
補助幹線道路
約647km
令和5年7~11月
4事務所，2カ月
3台/1事務所

※⻄部,北はR2,3d成果
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専用車による路面性状調査の結果

項目 小 損傷レベル 大
ひび割れ率 20%未満 20~40% 40%以上

(%) 619,680 74,925 13,670
わだちぼれ量 20mm未満 20~40mm 40mm以上

(mm) 703,700 4,575 0
平坦性 2㎜未満 2~6mm 6~8㎜未満 8mm以上
(mm) 100,165 577,845 25,980 4,285

IRI 3mm/m未満 3~8㎜/m未満 8㎜/m以上
(mm/m） 114,545 557,565 36,165

MCI 5.1以上 5.0~4.1 4.0~3.1 3以下
513,820 131,135 52,850 10,470

・緊急輸送道路をはじめ主要幹線道路708.2kmを調査（令和4年）
・MCI３以下の延⻑10.5km(1.5%）、3.1~4の延⻑52.9km(7.5%)

路面性状調査結果（集計中）
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ＡＩ路面診断の結果

・補助幹線道路647kmを対象に544kmを調査結果を得た（取得率84％）
・MCI３以下の延⻑15.5km(2.9%），3.1~4の延⻑115.4km(21.2%)

項目 小 損傷レベル 大
ひび割れ率 20%未満 20~40% 40%以上
(%) 302,158 213,861 28,114
IRI 3mm/m

未満
3~8㎜/m
未満

8㎜/m
以上

(mm/m） 62,357 442,823 38,953
MCI* 5.1以上 5.0~4.1 4.0~3.1 3以下

202,349 210,895 115,354 15,535

事務所 区間⻑ 結果あり 結果なし 取得率
北 156,202 129,502 26,700 83%
⻄部 79,188 68,301 10,887 86%
中部 55,468 41,069 14,399 74%
東部 90,800 63,199 27,601 70%
⻄ 196,282 183,967 12,315 94%
垂水 69,070 58,095 10,975 84%
計 647,010 544,133 102,877 84%

ＡＩ路面診断の調査延長 （単位:m） ＡＩ路面診断の調査結果（集計中）
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主な効果

併用した場合 すべて専用車の場合
専用車 AI路⾯診断

調査延⻑ 約700km 約600km 約1,300km
1kmあたりの
調査費の比

１ 0.38 １

調査額の比 0.72 １

・道路管理車でも通常業務にて定量的な診断結果を取得できた。
各事務所の調査延⻑等にもよるが、３カ月，３台程度が望ましい。

・ひび割れ率、IRIの調査精度は、診断区分Ⅲで概ね一致した。
・AI路⾯診断は専用車の調査に比べ、約４割のコスト。
・路線の重要度で「専用車調査」と「AI調査」を使い分けた結果、

すべて「専用車調査」した場合と比べ、調査額は約３割コスト縮減。

※専用車の調査を１とした場合
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主な課題
・車載器の取替え、走行指示やデータ管理に職員に一定の負担があった。
・区間シェイプファイルの紐づけ等に課題があり、調査より出⼒結果が減少した。
・ポットホールの誤検知がまだ多く、確認作業に職員の負担がある。

⇒ポットホール検知ＡＩの精度向上、サービス画⾯の操作性改善


