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１．コンパクト・プラス・ネットワークの形成
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２
９
年
度
以
降

コンパクト・プラス・ネットワークについて（「見える化」等の取組）

２
８
年
度
中

○都市計画情報のデータ項目の標準化

・均質なデータの集積が可能となるよう、
都市計画基礎調査の共通フォーマットを
作成

・各自治体で概ね5年ごとに実施される調
査に合わせてデータを更新

○「都市構造カルテ」の作成

・都市の状況を横一列で比較できるよう、
都市構造に関する情報をまとめたカルテ
を自治体ごとに作成

都市の状況を横一列で比較可能に

都市計画に関する基礎的なデータ
について総合的に利用できる環境
を整備

都市計画情報の
集積・標準化等

○都市計画情報の集約

・各自治体の公開情報の集約（G空間情報
センターの活用）

評価指標の開発・提供

○歩行量に関するガイドラインの作成

・歩行量に関する指標について、都市規模
別等に住民の歩行量を整理・分析

・歩行量に関する調査手法、データ分析時
の留意点等を整理

○「まちの活性化」を測る指標の開発

・「まちの活性化」を測る指標として、経済効
果（例：にぎわい、雇用、地価）や財政効果
（例：市税、公共施設の維持補修費）を表す
指標を既存の統計データから整理し、人口
密度との相関も見つつ開発

・各都市において指標の動向をレビュー
し、取組の成果を検証

コンパクトシティによる多様な効果
を見える化

経年比較を通じて実効的なPDCA
サイクルを構築

○人の属性ごとの行動データの把握に関
する手引きの作成

・人の属性ごとの行動データを把握するた
めの調査・分析手法に関する手引きを作成

・手引きでは、分析のプロセスを示した上で、
分析に用いるデータの一覧やシミュレーション
の事例を掲載

○人の属性ごとの行動データを把握する
システムの構築

・手引きで示した分析手法をプログラム化
したシステムの開発に取り組む

・オープンなシステムとして運用し、その
普及を図る

ビッグデータを活用した
新たな調査手法の開発

これまでの経験による施設立地から
データ分析に基づいた最適な施設立
地を可能に

計画手法の高度化

具体的な取組内容
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不動産取引価格情報

＜対象物件の種類＞
更地（宅地）、建付地（土地・建物一体取引）、
中古マンション等、農地、林地

我が国経済の生産性向上には、不動産について、流動化等を通じた有効活用や、不動産関連データを活用した
新たなビジネスの創出・充実等を図ることが不可欠
平成18年4月より、不動産取引当事者へのアンケート調査に基づく不動産の実際の取引価格に関する情報
について、個人情報秘匿処理等を行った上で四半期毎に提供。

⇒土地情報総合ライブラリーにおいて、提供件数（累計）２８８万件（平成２８年１０月末日時点）

＜情報提供項目＞
所在地 （※町・大字レベル） 取引価格 （※有効数字2桁）
土地の面積・形状、建物の用途・構造、延床面積、建築年、
前面道路、最寄駅、用途地域、建ぺい率、容積率等
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• リーマンショック後において、ＩＭＦ等がＧ２０諸国に対し、不動産価格の動向について報告を要請。ＩＭＦ等が作成した国際指針
に基づき、我が国では、不動産取引価格情報に基づいて不動産価格指数（住宅）の開発・検討を行い、2012年８月から試験運
用を開始し、2015年３月から本格運用。

• 不動産価格指数（商業用不動産）については、日本銀行、金融庁等と連携し、2016年３月に、 「不動産価格指数（商業用不動
産）」の試験運用を開始。

不動産価格指数の開発・提供

【不動産価格指数（住宅） 全国】 【不動産価格指数（商業用不動産） 全国】
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【他国の指数（住宅）との比較】

• アメリカ ：Construction Price Index(Census Bureau)

• イギリス ：House Price Index(Office for National Statistics )

• ＥＵ ：House price index（Eurostat）

• フランス ：Housing price index（Insee, National Institute of 
Statistics and Economic Studies）

• ドイツ ：House price index（Destatis Statistics Bundesamt）

※いずれも政府機関の作成する、ヘドニック法による指数。

※アメリカ、ＥＵ、フランス、ドイツは四半期。

※各国の指数の比較のため、便宜的に2010年6月を100として作図している。
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不動産情報の充実～期待される効果例

民間不動産関連サービスの一層の充実

個別物件情報、周辺の病院、学校、店舗等の施
設情報、地価公示、用途地域を地図上に一元
化し、ワンストップで必要な情報を入手可能に

不動産価格データをＡＰＩ方式で提供することに
より、自動的にデータを取り込み、データ形式の
変換・更新作業が不要になり、負担軽減・速報
性の向上が実現

不動産に関連する新しいビジネスの創出等

人口の推移と不動産価格の動向
の重ね合わせにより、地方自治
体の将来の税収の予測、地域振
興戦略に役立つ

どの地域の不動産をどのような
主体が購入したのかを地域経
済の動向と併せて把握でき、不
動産ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞに役立つ

地図上でマンションの推計価格を一般公
開。対象物件の住戸単位の参考価格、周
辺物件の参考価格、エリアの相場が閲覧
可能

不動産価格のサンプルが増えることにより
、価格推計の精度が向上

＜Ｂ社プライスマップ＞

＜Ａ社不動産マップ＞

不動産テックの進展による新たな展開

出所）不動産会社ＨＰより抜粋

オフィスマーケットレポートでは、賃
貸オフィス市場の動向を読み取る
際に有益な指標を複数算出し、レ
ポート及び数値データの公表して
いる

同社のデータに、国交省の不動産
価格のサンプルや賃料データが増
えることにより、データ比較による
多角的な分析が可能に

＜Ｃ社オフィスマーケットリポート＞

＜規模別の
新規成約賃料
インデックス＞

＜地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）＞

不動産とＩＴの融合
不動産のマッチングサービス、不動
産クラウドファンディング、不動産情
報分析等の新たな展開の可能性

建物・エリア情報をマップ上に一元化した情報提供サービス

不動産価格推計サービス

空きスペースの仲介サービス

地盤情報を見える化しリスク情報を提供するサービス

画像認識技術を応用して建物の築年代を推定するサービス

ＩｏＴを不動産賃貸業務や管理業務の現場に活用する取組

【サービスの例】

など
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「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」 （平成２８年６月３日公布）概要

クラックスケールによる
基礎のひび割れ幅の計測

水平器による柱の傾きの計測

背景

１．既存建物取引時の情報提供の充実

○我が国の既存住宅流通シェアは、欧米諸国（約７０～９０％）と比較して極めて低い水準（14.7％）。
○既存住宅の流通促進は、既存住宅市場の拡大による経済効果、ライフステージに応じた住替え等による豊かな住生活の実現等、大きな意義

がある。

既存建物取引時に、購入者は、住宅の質に対する不安を抱えている。

一方で、既存建物は個人間で売買されることが多く、一般消費者である売主に広く情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることは困難。

申
込

み ①媒介契約締結

売却/購入申込み

②重要事項説明

③売買契約締結

物件の引渡し

契
約
手
続

依頼者の意向に応じ
インスペクション実施

【取引フロー】

※ 建物状況調査（インスペクション）

⇒ 建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化

事象・不具合事象の状況を目視、計測等により調査するもの。

※ 既存住宅売買瑕疵保険

⇒ 既存住宅に瑕疵があった場合に修補費用等を保証する保険。

①媒介契約締結時

宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を
示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせん

②重要事項説明時

宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明

③売買契約締結時

基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、そ
の内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付

・ インスペクションを知らなかった消費者の
サービス利用が促進

・ 建物の質を踏まえた購入判断や交渉が可
能に

・ インスペクション結果を活用した既存住宅
売買瑕疵保険

※
の加入が促進

・建物の瑕疵をめぐった物件引渡し後のトラ
ブルを防止

【新たな措置内容】 【期待される効果】

不動産取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査（インスペクション）※の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる
市場環境を整備

２．不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済

不動産取引により損害を被った消費者を確実に救済するため、営業保証
金・弁済業務保証金による弁済の対象者から宅地建物取引業者を除外。

業界団体に対し、従業者への体系的な研修を実施するよう努力義務を
課す。

３．宅地建物取引業者の団体による研修

○成果指標

・既存住宅流通の市場規模
４兆円（H25） ⇒ ８兆円（H37）

・インスペクションを受けた既存
住宅売買瑕疵保険の加入割合
５％（H26） ⇒ 20％（H37）

※ 「１．既存建物取引時の情報提供の充実」 については公布から２年以内、それ以外については１年以内に施行
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未着手の都市計画道路について（1/2）

○都市計画道路(幹線街路)の計画延長：約６.５万km
うち、改良済延長：約４.１万km

事業中延長：約０.２万km
未着手延長：約２.１万km（約３２.９%）

①都市計画道路の未着手の状況

○都市計画道路は、高度経済
成長期における都市の拡大を
前提に決定されたものが多
く、近年の人口減少、低成長
等の社会経済情勢の変化を踏
まえると、都市計画決定後、
長期間が経過し、その必要性
に変化が生じつつある道路も
あると認識。

・ 長期にわたり事業に着手されていない
都市施設等の都市計画については、見
直しのガイドラインを定めるととも
に、これに基づき、必要性の検討を行
うことが望ましい

・ 都市計画決定当時の計画決定の必要性
を判断した状況が大きく変化した場合
等においては、変更の理由を明確にし
た上で見直しを行うことが望ましい

○合意形成の難航

○地方公共団体の体制・財源の不足

・密集市街地等、関係者が多く複雑な地区における合
意形成が難航している。

・用地買収等、事業実施のための体制や財源が不足し、
事業化に至らない。

○このため、国土交通省では、
平成１２年・１８年・２３年
の３度にわたり技術的助言で
ある「都市計画運用指針」を
発出し、地方公共団体におい
て都市計画道路の必要性につ
いて検証を行い、その結果を
踏まえて、廃止や幅員変更な
ど適切な見直しを行うことを
助言。
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（国土交通省調べ）

②都市計画道路の未着手の主な理由

0.2万
km

③これまでの国による取組

○地方公共団体による見直しの不足

※都市計画の決定については、地方公共団体の自治事務であり、
国の関与はほぼ無い。

・都市計画決定主体である地方公共団体※において、
施設の必要性を吟味し、必要性が低下したものを
廃止・変更する見直しの取組が不足している。

＜都市計画運用指針の主な内容＞
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④都市計画道路の見直しの状況

○見直しガイドラインの策定状況
・都市計画運用指針の発出（平成12 年12 月）以降、全ての都道府県・政令市が見直しガイドラインを策定。

・見直しガイドラインに基づき、全国の約８割の地方公共団体が都市計画道路の見直しを実施。（※）
・各地方公共団体の見直しの結果、都市計画運用指針の発出（平成12 年12 月）以降、全国で約2,000 路線、

約2,300 ㎞の都市計画道路（幹線街路）の廃止（一部廃止を含む）等を実施。

未着手の都市計画道路について（2/2）

○地方公共団体による「適時適切な見直し」がさらに進むよう、対策の一部として以下を速やかに実施
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○都市計画道路の見直し状況

凡例
廃止 ルート変更 幅員変更

廃止 ルート変更 幅員変更

路線数 2,052 229 407

延長(km) 2,335 170 499

H13~26年度

（国土交通省調べ）

さらに、引き続き課題を整理し、都市計画制度に係る審議会において、見直しの推進方策を検討

新たな見直しの手引きの発出
見直しの実績のある自治体から収集した具体的な進め方を整理し、具体的方法を提示する。

⑤今後の展開

（※）見直し実施状況については、地域によって差があり、都道府県が自ら都道府県道等の見直しを
行っている地域は、見直しを行っている市区町村の割合が高い傾向にある
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２．ストック効果の最大化を図る
社会資本整備の推進
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社会資本整備の効果

• 社会資本整備の効果には、フロー効果とストック効果がある。

フロー効果 ： 公共投資の事業自体により生産、雇用、消費等の経済活動が派生的に創出され、短
期的に経済全体を拡大させる効果

ストック効果 ： 整備された社会資本が機能することによって、整備直後から継続的に中長期にわた
り得られる効果。安全・安心効果、生活の質の向上効果、生産性向上効果がある。

社会資本の効果

生産活動の創出

雇用の誘発

所得増加による消費の拡大

生産性向上効果
・移動時間の短縮
・輸送費の低下
・貨物取扱量の増加 等

生活の質の向上効果
・生活環境の改善
・アメニティの向上 等

フロー効果

ストック効果
安全・安心効果
・耐震性の向上
・水害リスクの低減 等
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発生ベースと帰着ベースについて

①輸送サービスの需要が増加（Q*→Q’） ③商品の販売価格が低下（pd*→pd’）

交通インフラ整備により輸送サービス
の価格が低下（ t → t’ ）

②（輸送サービスを利用して）市場に供給さ
れる商品の総量が増加（q*→q’）

交通インフラ整備で発生した効果（サービス価格低下）が社会に波及して各地域に効果をもたらす。

交通インフラ整備が社会全体にもたらす効果の増分を、①の時点で測定して把握することを、「発生ベー
ス」の効果の把握という。

一方、インフラ整備の影響が最終的に到達する②と③の時点で各地域の効果の増分を測定して足しあわ
せ、社会全体にもたらされる効果の増分を把握することを、「帰着ベース」の効果の把握という。

社会全体にもたらされる効果の大きさは、完全競争市場が成立していること、外部性が存在しないこと等
の一定の仮定のもとでは、発生ベースで評価しても、帰着ベースで評価しても同じ。

地
域
Ｃ

地
域
Ｂ

地
域
Ａ

発生ベース 帰着ベース

発生・帰着のどちら
で把握しても効果の
増分の大きさは同じt:輸送サービスの価格 d(p):需要関数

Q:輸送サービスの需要

ps:生産者価格
pd:消費者価格
t:輸送サービスの価格

Q=S(ps)

Q=D(pd)

11



※ 効果発現の主な経路と考えられるものに沿って分類している。また、各項目の因果関係は捨象している。

○ Ｂ／Ｃ分析の代表的な手法である消費者余剰法では、ストック効果の総量を把握することが可能。
ただし、効果がどの地域でどのような形で発現しているかを表すことはできない。また、捉えられるの
は十分な精度で測定可能で貨幣換算できる効果に限られる。

○ 社会資本整備には、企業立地、観光振興、生活の質の向上といった地域固有の課題の解決を図
る重要な役割があることから、ストック効果の発現の状況や、Ｂ／Ｃ分析になじまない効果について
も把握することが必要。

ストック効果の把握

生産の増加
・企業立地件数、工業用地分譲率
・製造業出荷額、売上額、農業産出額
・取扱量、出荷量、販売量
・投資額（設備投資含む）
・商業・工業系地域の地価
等

交通サービス水準の向上
・バス・鉄道の本数・頻度 等

環境の改善
・温室効果ガス排出量 ・水質 等

自然災害による被害の軽減
・浸水戸数、浸水被害面積、浸水被害額
・災害時の代替機能の確保 等

生産性向上効果

生活の質の
向上効果

ストック効果 安全・安心効果

需要の増加
・利用者数、利用台数
・観光消費額、観光収入額
・観光入り込み客数、訪日外国人数 等

流通・交通の活性化
・貿易額、貿易量
・アクセス時間、所要時間 等

雇用の増加
・求人数、求人倍率、雇用者数 等

生活利便性の向上
・高次医療施設へのアクセス性 ・住居系地域の地価 ・人口 等

交通の安全の確保
・交通事故件数
・生活道路における交通量 等
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ストック効果の最大化について

これからの社会資本整備はストック効果「最大化」戦略に転換。
① 「効果が出る」から「効果を出す」へと発想を転換
② 「賢く投資・賢く使う」の徹底 ⇒ ストック効果の「見える化」さらに「見せる化」へ ⇒ 「フィードバック」
というサイクルの確立

背景

・社会資本整備重点計画（平成27年9月閣議決定）においては、ストック効果の最大化を図ること等が基本理念
・社会資本整備審議会に専門小委員会を設け、ストック効果を最大化するための考え方・進め方を検討

「見える化」で得た知見の活用
・把握した工夫・効果・レッスンの横展開

（１）幅広い効果の把握
・事後評価の充実（工夫・効果・レッスンの把握）

・ビッグデータ､アンケート等の幅広い情報の活用

（２）誰にでもわかりやすい伝え方へ

・情報の分かりやすい形での提供

・相手に応じた伝え方の工夫

（３）経済分析手法の活用に向けた検討

・帰着ベースの分析手法等による効果の見える化

（１）「賢く投資」（投資面の工夫）
・民間投資の誘発
- 企業の事業活動に合わせた事業実施スケ
ジュールの調整 等

・複数事業の一体的実施
- 複数施設の配置計画の工夫 等

・ハード・ソフトの総動員
- 道路整備に伴う事業地周辺における規制
緩和 等

・小さな投資で大きな効果
- 既存ストックの機能を高める追加投資 等

・新技術の活用
- ICTを活用した先進的モニタリングシステム
の利用 等

（２）「賢く使う」（施設運用面の工夫）
・施設の利用効率の向上
- 施設の運用によって得られるデータの活用や
需要状況に応じた運用の見直し 等

・施設の高度化、多機能化の推進
- PPP/PFIの手法による施設の高付加価値化 等

・ビッグデータの活用
- ビッグデータによる施設利用の状況の可視化・
分析 等

（３）「賢く投資・賢く使う」の条件整備
・事業計画、完成見通し等の情報開示

・地域における協力・連携体制構築

・行政手続きの円滑化の推進

「賢く投資・賢く使う」の徹底 ストック効果の「見える化・見せる化」

基本的な考え方

具体的施策

フィードバック

事業の効果的実施

13



メンテナンス産業の市場規模について

○国土交通省所管施設の維持管理・更新費は、2013年度時点で約3.6兆円と推計。

○このため、「インフラメンテナンス国民会議」をスタートさせ、
①異業種の企業間連携や技術の融合を加速
②メンテナンスに関するコンサルティング等への民間のノウハウ活用 などを推進していく予定。

国民会議の活動を踏まえてメンテナンス産業の市場規模について議論を深めていくことが必要

○インフラメンテナンス市場の規模については、国土交通省所管以外のインフラや民間企業の施設におけ
るメンテナンス需要を見極めつつ、民間の活用領域を拡大する観点から、国民会議の活動を踏まえて議
論を深めていくことが必要。

今後のメンテナンス産業

〔国民会議による技術の融合イメージ〕

事例 水中ﾛﾎﾞｯﾄによる
変状把握技術

データ
処理技術

点検･診断ﾃﾞｰﾀの
集約･管理効率化

Ａ社 Ｂ社

国土交通省所管施設の維持管理・更新費
（巡視、点検、診断、補修、修繕、更新等に係る費用）

その他省庁等の所管施設の維持管理・更新費

民間企業の施設の維持管理・更新費

メンテナンスに関する
コンサルティング等への
民間のノウハウの活用に
よる確実なメンテナンス

従来の建設分野に加え、情報
通信技術・最先端材料・加工
技術などの異業種の技術も活
用した効率的なメンテナンス

メンテナンス産業

自治体における持続的な
インフラメンテナンス体制の構築
（自治体支援フォーラム）

新たな技術の活用等による
メンテナンスの効率化

（革新的技術フォーラム）

インフラメンテナンス国民会議の活動

○今後増大する維持管理・更新費の抑制が必要であり、そのためにも民間の能力の活用が課題。

〔自治体支援方策の例〕
・包括的民間委託
・技術者派遣 の活用

市民参画
フォーラム

海外市場展開
フォーラム

技術者育成
フォーラム
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３．社会資本整備を支える現場の担い手
・技能人材に係る構造改革等
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社会資本の３次元データの蓄積・活用

○ＩＣＴ活用拡大のため、全ての建設生産プロセスにおいて３次元モデルを導入・活用するた
めの基準類の整備
○建設生産プロセスにおける３次元データを集積・利活用するための制度・基準の整備

○シームレスな３次元データ利活用環境整備、オープンデータ化による新たなビジネスを創
出のため、官民連携のプラットフォームを整備（AI・ロボット開発、まちづくり等への活用）

調査・測量業者

設計業者

施工業者

維持管理・点検業者

建設生産プロセスにおける
3次元データの集積・共有

3次元調査・
測量データ

3次元設計
データ

施工管理

工事完成図
データ

点検管理データ

ＡＩ・ロボット
開発への活用

サプライチェーン
マネジメント導入

施工管理の高度化
現場のIoT化

3Dデータの有効活用
（新たなビジネスの創出）

オープンデータ

まちづくり

データ共有プラットフォームの整備・活用イメージ
（３次元データの共有と利用拡大）

配筋シミュレーション

３次元モデル

機材調達

資材調達

資材メーカー

レンタル業者

AI地図提供
サービス

一般国民BIM/CIMの活用
3Dデータを相互活用
してまちづくりに寄与
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（発注者）

（発注者）

３次元モデル
（設計レベル）

３次元モデル
（施工レベル）

３次元モデル
（管理レベル）

３次元モデル
（施工完了レベル）

・発注業務の効率化
（自動積算）
・違算の防止

・工事数量算出（ロット割
）の効率化

・起工測量結果
・細部の設計

（配筋の詳細図、現地取
り付け等）

・干渉チェック、設計ミスの削減
・構造計算、解析
・概算コスト比較
・構造物イメージの明確化
・数量の自動算出

・点検・補修履歴
・現地センサー（ICタグ等）
との連動

・施工情報（位置、規格、
出来形・品質、数量）
・維持管理用機器の設定

・施設管理の効率化・高度化
・リアルタイム変状監視

・干渉チェック、手戻りの削減
・情報化施工の推進

・地形データ（３次元）
・詳細設計（属性含む）

（施工段階で作成する方
が効率的なデータは概略
とする）

・設計変更の効率化
・監督・検査の効率化

施工（完成時）

・現場管理の効率化
・施工計画の最適化
・安全の向上
・設計変更の効率化

・完成データの精緻化・高度化

維持・管理

調査・測量・設計

（発注者）

・適正な施設更新
・３Ｄ管理モデルの活用

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【得られる効果】

【得られる効果】

【得られる効果】
・時間軸（４Ｄ）

【追加するデータ】

施工中

３次元モデルの連携・段階的構築

施工（着手前）

３次元モデル例

３次元モデルの活用

ＣＩＭでは、社会資本の計画・調査・設計段階から３次元モデルを導入し、その後の施工、維持管理の各
段階においても、情報を充実させながらこれを活用し、あわせて事業全体にわたる関係者間で情報を共
有し、一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。
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新技術を活用した維持管理の効率化

〇ICT等の新技術を活用し、維持管理や災害対応等の高度化・効率化を図るとともに、洪
水情報等の提供を充実し住民の防災意識の向上を図る。

(例)ソナー等を備えたボート
による河川護岸調査

・３次元地形モデルと鮮明化・モ
ザイク処理を施した画像を組み
合わせた「３次元展開図」を作成

・面的な性状把握と鮮明画像によ
る経年比較が可能

従来手法では…
・潜水士によるため、労力と時間が多く
必要

データ取得例

(例)走行型高速3Dトンネ
ル点検システム

・3Dレーザー計測システム等を
車両に搭載し、トンネル断面
を計測する。

・従来点検に併用支援すること
により、交通規制が不要とな
るため安全性、効率性、省力
化、省コスト化が図れる。

従来手法では…
・通行規制し、近接目視点検

走行型高速３Ｄトンネル点検システム

(例) 航空レーザー(ALB)
による洗掘調査

・水中を含む河床変動を面的
に把握可能

・広範囲を短時間かつ安全に
計測可能

従来手法では…
・河川内での測量の必要が
あり、時間がかかる
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国土交通分野における新技術（ICT等）の導入について

○ 第４次産業革命を迎え、生産性向上のためには、ICTなどの新技術導入は不可
欠の要素

○ 国土交通省では、ピンポイント渋滞対策など行政マネジメントにおける新技術の
活用のほか、造船業など所管業界における新技術導入の支援を実施。

＜行政マネジメントにおける活用＞

国土交通分野における新技術活用の例

○ピンポイント渋滞対策

海老名JCT

海老名SA
（仮）綾瀬スマートIC

（事業中）

綾瀬BS 横浜町田IC大和ＴＮ 大和BS

至

名
古
屋

付加車線 約4km

付加車線
約0.5km

付加車線 約
5km

至

東
京

高速道路で生じる渋滞のうち、
約28％がサグ部及び上り坂で発生

（例）大和トンネル付近

ネットワーク整備と合わせて、
ETC2.0データ等の分析による
ピンポイント対策で解消を図る。

○科学的な道路交通安全対策

ビックデータ分析（急ブレーキ多発
箇所等）により、事故の危険が大き
い急所を事前に特定

［対策例］

狭さく

ハンプ

○コンパクト・プラス・ネットワーク
（スマートプランニングの推進）

スマホＧＰＳ等によるビッグデータの
解析等を通じて人々の「行動データ」
を把握、分析する新たなプランニン
グ手法により、施設の立地の最適化
等を実現（開発中）

スマートフォンのGPS
により移動特性を把握

ビッグデータをもとに
滞留量・移動量を把握

上下線の大和トンネル付近において、
上り坂・サグ部等の対策を実施。
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国土交通分野における新技術（ICT等）の導入について

＜所管業界における新技術導入の促進＞

○i-Shippingの推進

○IoT技術を活用した次世代住宅の推進

⇒国が行う大規模な土工については、原則としてICTを適用（H２８）
土工以外の工種においても順次適用拡大

【建設現場におけるICT活用事例】
施行測量

○建設現場の生産性向上（i-Construction）

○宿泊業の生産性向上

＜その他活用例＞
・脱衣所、浴室等の温度を計測、温度の急激な変化が生じないようにコントロール
・風向きに合わせて室内の窓を自動開閉

生産の自動化、３D図面の活用など、船舶の開発・建
造から運航に至る全てのフェーズでICTを導入し、造船
業の生産性を向上

⇒造船における革新的生産技術の導入促進を支援

情報端末等を利用した３D
図面による組立作業支援

IoT技術を活用した子供等の見守りや遠隔健康相談な
どを可能とする住宅関連市場の創出

⇒次世代住宅の実用化に向けた実証的な取組への支援

調査・測量から設計、施工などの全てのプロセスにお
いてICT等の導入を進め、建設産業の生産性を向上
（将来の担い手不足にも対応）

ICTの利活用による在庫管理や厨房業務の効率化な
どにより、宿泊業の生産性を向上

厨房連携型注文
システムの導入

多言語対応のタブ
レット端末の導入

⇒タブレット端末や自動運搬システムの導入等への支援

生産の自動化

遠隔健康相談見守り
バーコードを活用した
自動運搬
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