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清水レポート ： 空間 ・ 交通ビジネスの現場から (3)

ダイナミックに進化する
地理空間情報ビジネスの取組み

株式会社 NTT データ
社会基盤ソリューション事業本部

ソーシャルイノベーション事業部 清水 邦彦
NTT データでは 30 年にわたり GIS（地理情報システム）を活用した業務システムの構築やサービスの提供を実施している。近年、
地理空間情報を取り巻く環境は著しく進化しており、測量技術や IoT の進展のもと、取り扱う情報はリアルかつダイナミックなもの
となっている。今回は、高度化する地理空間情報の活用に向けた取り組みついて紹介する。
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GEOPLATS は設備管理や防災など各種システムなどで活用

る。さらに、地図と位置情報が組み
合わせることが容易になったことか
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ら、例えば、米国のライドシェア
サービスである Uber といった新
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たなサービスが創出される土壌と
もなっており、今後も位置情報を

■鉄蓋劣化度推定処理の流れ

レーザセンサ
電柱

活用した革新的なサービスやビジ

樹木

修正前

MMS*などによる計測

ネス拡大が期待される。

現地で直接
確認しよう

※画像のブレをなくすために
ハイスピードカメラを利用
③点検者による補修要否の判断

傾き：1.5°

り
段差有

溝深さ3.1mm
段差6.5mm

自動車の自動運転への取り組み

地上高：9.85
メートル

3D点群データからの設備検出
青：ケーブル/赤：電柱

利用イメージ

※MMS
（Mobile Mapping System）
:光学カメラやレーザセンサ等を搭載した車両システム。
市街地内を走行することで屋外に存在する構造物の形状を高精度に3次元情報として記憶できる。

や、i-Construction といった建設
土木分野の高度化に向けた取り組

図２

深層学習の活用により
画素毎に3種類のラベルを付与
（赤：上面、緑：底面、青：壁面）

修正後

2D-3Dマッチング技術を用いて
点群と画像の対応付けを修正

この設備は安全性
に不安があるぞ

地理空間情報は３次元化で
よりリアルなものに

②AI
（画像認識）
技術による劣化推定

走行中の撮影画像を蓄積

摩耗計測
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摩耗有

段差計測

溝深さ1.2mm
段差1.5mm

・画像による診断結果の確認
・必要に応じて現地での手作業計測

抽出された壁面領域から3次元幾何に
基づき実空間の段差高さを算出

■劣化度推定技術による効果

点検車両を走らせるだけで劣化鉄蓋のスクリーニングを実現
・現場での計測作業時間を従来方式に比べて大幅に低減
・ ながら点検 によって随時劣化した鉄蓋を検知可能
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