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第一公共事業部は、これまで約半
世紀にわたり培ってきた国土交通行
政にかかるシステム（航空、自動車）
における強みを土台に、より高次の
行政目標である“移動（モビリティ）”
を取り巻く社会課題を広範に捉え、
本部ビジョン「Trusted」「Innovative」
のもと、安心・安全でサスティナブ
ルな仕組みを創り続ける。

まず、航空分野においては、日本
の空を絶えず飛び交う航空機の安全
を守るため、航空交通管制情報処理
システムの開発、維持運用を行って
きた。たとえば、全国の航空路監視
レーダーなどから届く航空機の「位
置情報」と、航空便ごとの「飛行計
画情報」を照合し、管制空域を航行
する航空機の便名や高度、機種名、
予測位置などのデータを画面に表示
する。これにより、航空管制官によ
る管制業務の実施を支援する。また、
最適な飛行高度・速度・経路をもと
にした管制業務を実現することで、

燃料を効率的に使用でき、CO2削
減効果も期待できる。
現在、コロナ禍で一時的に交通量

が減少しているとはいえ、中長期的に
は交通量増加も予測されている。より
安全で効率的な航空管制を実現するた
めに、AI技術などを活用し、航空管
制業務の支援を進化させていきたい。
航空分野の一環として、ドローン

を活用したビジネスにも力を入れてい
る。有人航空機管制領域で培ってき
た技術と知見・経験を活用して、ドロー
ンの運航管理を支援するソフトウェア
パッケージ（airpalette®UTM）を
2017 年 10月から提供開始してい
る。2020年には、東京電力パワー
グリッド株式会社等と共に、ドローン
による電力設備点検やドローン物流
を支える航路プラットフォーム等の事
業創出を目的としたグリッドスカイウェ
イ有限責任事業組合を設立した。
有人航空機に加え、ドローンが安
全に飛び交う世界の実現も目指して
いく。

次に、自動車分野の取り組みを紹
介する。自動車を保有するうえで欠か

すことのできない自動車登録や車検。
これらの自動車行政を支援する自動車
登録関連システムの開発を担ってき
た。現在は、2023年 1月に予定さ
れている「車検証の電子化」に向け
た開発などを行っている。車検証の電
子化により、ICチップに車両情報、
整備履歴、自動車保険情報などを記
録することが可能となるため、将来的
には、例えば車両に不具合が発生し
た場合に、点検や整備記録を過去に
さかのぼって調査し、原因を突き止め
ることもできるようになる。また、公共
交通機関の利用を促進する交通需要
マネジメント（TDM：Transportation 

Demand Management）の推進にも
力を入れている。発生交通量の抑制
や平準化など交通需要の調整や、地
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域住民の多様なニーズに合わせた最
適な交通ルートの策定など、自治体
行政を支援する。車検証の電子化や
TDMといった取り組みを通じて、次
世代の交通社会のあるべき姿を考え
ていきたい。
以下に航空分野、自動車分野、そ
れぞれにおける具体的な取り組みを
紹介する。

航空インフラとして最優先される
べきは航空交通の安全確保であるこ
とは疑いの余地がないが、合わせて
航空需要増への対応としてシステム
支援による効率化がさらに重要度を
増してきており、安全確保と効率化
の実現のため、主に 2つの新しい
技術の導入に取り組んでいる。
1つめは、「音声認識・発話」技
術の導入である。現在、管制官はパ
イロットと対空無線による音声通話
にて航空交通の管制を行っている
が、聞き間違いや言い間違い等のイ
ンシデントが発生している。「音声
認識・発話」技術の導入により、こ
れらの間違いを検出することが可能
で、安全性の向上が期待される。ま
た、音声をテキスト化することでデ

く、着実に準備を進めている。

前述のグリッドスカイウェイ（以下、
GSW）では、電力会社の持つ鉄塔・
送電線などのインフラ点検にドローン
を活用するとともに、ドローンが安全
に飛び交うための航路として有力視
されている電力設備の上空等を中心
とした全国共通の「航路プラット
フォーム」を構築し、新たな空のイ
ンフラとして物流事業者等への提供
を目指している（図 1）。
現在、鉄塔等のインフラ点検は東
京電力管内の実際の電力設備（高
架線など）上に航路を構築し、点検
業務の一部をドローンにて実施する
業務適用を開始した。東京電力管内
においても約１万 kmにも及ぶ送電設
備が存在しており、これらすべてをド
ローンにより自動的かつ同時に点検
作業を実施することを実現していく。
前述の airpalette®UTMをベース
に事業に合わせた機能拡張を実現し
てきており、同時に多数のドローン
が飛行する運航を管理することで、
航路プラットフォーム等の事業を強
力に推進していく。

ジタルデータとしてデータ通信が可
能となるため、現在パイロットとの
音声通信に合わせて実施しているシ
ステム入力を簡素化可能であり、管
制官の負荷を下げ、安全性と効率化
を実現していくことにもつながる。
2つめは、「AI」技術導入による

管制運用の効率化の実現である。現
在、1日数千機が飛び交う航空機の
軌道（トラジェクトリ）算出を行っ
ている「トラジェクトリ機能」の結
果が正しいか否かを有識者の目で確
かめていたが、AIを導入し、誤り
を早期に発見することで算出精度の
向上を加速させるプロセスを確立さ
せようとしている。これが実現され
ることにより、航空機動態の予測精
度が向上され、通過予定時刻や到着
予定時刻がより正確になることで、
交通状況予測がより正確になる。そ
のため、あらかじめ過密にならない
よう速度を調整、経路を変更してお
くなど迅速な判断につながることか
ら安全性を保つことに大きく貢献す
ることになる。コロナ影響により航
空交通量は低下しているものの、航
空機運航は回復することが予想され
ており、交通量回復後に向け、安全
性向上および効率化のため、新技術
や仕組みを組み合わせて提供すべ

図 1　GSWにおけるドローン事業化に向けた取り組み
出典：https://www.gridskyway.com/

航空運航の安全確保と効率化

ドローン活用で我々が取り組む
「点検」「物流」分野
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自動車の保有関係手続については
2005年 12月から電子申請※ 1が始
まっている。自動車の登録検査手続
きは自動車保有関連行政を所管する
国土交通省と車庫証明を所管する警
察庁、自動車税を所管する総務省等
の複数省庁が連携する手続きであり、
それらをオンラインかつワンストッ
プで実現することで利用者の利便性
を向上させてきた。しかし自動車検
査証（以下、車検証）が紙媒体であ
るため、ユーザは手続きを電子申請
で行った場合でも車検証の交付を受
けるため運輸支局等事務所へ出頭す
る必要があった。同時に、登録検査
手数料や自動車重量税の支払い方法
が印紙払いに限定されていることも、
電子申請率向上の障害となってきた。
これらの課題を解消するため、国
土交通省は申請から文書管理までの
一貫してデジタル化を推進する方針
を定め、 (2023年 1月より車検証を

の首都高速にて実施されたロードプ
ライシングなど、交通需要の抑制・
分散・平準化を行う交通需要マネジ
メント（TDM※ 2）の必要性が急速
に高まっている。特に地方自治体に
おいては高齢化に伴う公共交通の確
保が必要となるが、過疎化による人
口減少、高齢化の影響もあり、地域
の交通事業者は補助金なしには立ち
行かない経営を強いられている。
本事業部では、これらの課題を解
決するため、地方自治体における交
通需要の可視化、分析を行う TDM

サービスの実証を 2022年 1月より
地方自治体にて実施予定である（図
3）。この TDMサービスにおいては、
オープンデータや人流データを活用
し、地方自治体が証拠に基づく政策
立案（EBPM※ 3）を可能とする機能
提供も進めていく。今後は各種シミュ
レーション機能を拡充していき、地
域の活性化、SDGsの目標の一つで
ある「11. 住み続けられるまちづく
りを」の実現を強力に進めていく。

電子化し、税手数料の支払いについ
てもキャッシュレス化へ対応するこ
ととした。本事業部でもユーザ価値
向上に資する真のワンストップサー
ビスの実現に向け、お客様と共に取
り組んでいるところである（図 2）。

近年、自動車の効率的利用や渋滞
緩和、ドライバーの高齢化問題など
による公共交通への転換、東京五輪

ユーザー 整備事業者等 

運輸支局等 
MOTAS更新審査 

ICカード情報読取

ICカード情報更新
ピッ 

運輸支局等への出頭不要

ユーザー 

OSS申請

運輸支局等への出頭が必要
整備事業者等 

 

運輸支局等 
審査 MOTAS更新

車検証発行 

現
　
　
行 

　　　新旧車検証の交換 

車検依頼 

車検完了 

車検依頼 

窓口手続 オンライン手続【凡例】

OSS申請

更新情報送信 

 

車検完了 

車検証送付 

後日郵送

（保安基準適合性等）  

（保安基準適合性等）  

検査標章の印刷 

印刷情報送信 

検査標章受領 

点
検・整
備

見
直
し
後（
イ
メ
ー
ジ
）

図 2　車検証の電子化による事務の効率化
出典：https://www.mlit.go.jp/common/001269079.pdf
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図 3　TDMサービス全体像
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