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令和２年度事業計画書  

 

Ⅰ．事業計画の基本的な考え方  

 

デジタル道路地図協会は、昭和 63 年の設立以来 30 年以上にわたって、全国の主要な

道路の位置、接続の状況、基本属性を収集し、全国デジタル道路地図データベース 

(DRM データベース) として官民協力の下で整備を進めてきた。この DRM データベースは、

もともとはカーナビゲーションにおける基礎データの収集を目的として整備を開始したもので、

そのための仕様も ISO/TC204 のような国際標準を議論する場にも情報提供可能なレベル

のドキュメントを専門家の意見を踏まえて制定しており、カーナビゲーション以外の分野でも

使いやすいデータベースとして運用を続けているところである。  

道路が国家の重要なインフラであることは論を待たないが、その道路の形状や属性を正

しくモデル化し簡潔に表現してデータベースとして利用に供することは、ITC 時代における

道路利用のあり方を自然に拡張する手段として極めて重要である。既に、自動運転システ

ム技術の開発が平成 26 年より政府全体の課題として取り上げられ、近年では CASE や 

MaaS のように道路を走る自動車も交えた新しい技術コンセプトが総合的に提唱されてきて

いる。DRM データベースは、このような時代において、カーナビゲーションにとどまらず、道

路を扱うすべてのサービスで利用してもらえるようなプラットフォームとしての役割も重要にな

ってきているところである。 

このように社会的重要性の高い DRM データベースを着実に維持更新し、その内容を一

層充実させるとともに、時代のニーズにも的確に応えていくため、令和２年度の事業を下記

の事項に重点を置いて実施する。 

 

① 一元的な道路関係情報の収集強化  

DRM データベースを整備更新するための最も重要な情報源は、全国の道路管理者

の各種資料である。平成 24 年度に国土交通省内で地方整備局等と国土地理院が連

携して各種資料を収集し、当協会がその資料を DRM データベースに合理的に反映で

きる体制が実現したこと、及び、平成 25 年度に国から市町村等に対し道路情報の収集

に関して防災等の観点から協力を要請したことを以て、DRM データベースの整備更新

に必要な道路管理者の資料を効率的に収集できる体制の基礎が形成された。引き続き、

道路管理者との Win-Win 関係を継続させ、資料収集のこれまで以上の網羅性向上に

努める。 

具体的には、平成 28年に官民データ活用基本法が制定されたことを受け、国及び地

方公共団体はオープンデータに取り組むことが義務化された。この法律の趣旨に沿って、

道路管理者の資料が Web サイトから取得できるならば、その資料を有効に活用すること

により道路管理者の情報提供の負担軽減につながることが期待できる。この枠組みのも

とでは、道路管理者と利用者の間での情報提供に関する申請承認手続なども不要とな

るため、情報収集の更なる迅速化、効率化に寄与することも併せて期待できる。このよう
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な事情を、対象となる道路管理者  (地方公共団体、特に都道府県 ) にもよく周知し、引

き続き情報収集の合理化に努める。 

 

② 最新道路関係情報の収集充実  

道路管理者は、新規供用する道路について、多くの道路利用者が利用する地図にで

きるだけ迅速に反映されることを期待している。 

このため、道路管理者の理解を得て、開通に先立ち事前走行による道路形状及び接

続情報を収集するなど、最新資料の効率的な情報収集に努める。このような道路開通

情報は迅速かつ漏れなく収集し、供用日を勘案して DRMデータベースの利用者へも情

報提供に努める。また、車載センシング装置  (MMS) など先端測量技術を駆使した最

新道路情報の収集についても一層推進する。 

 

③ 新たなニーズに対応するデータの提供  

道路の標高データは、津波・高潮から避難する際の目安となるとともに、クルーズコント

ロールで効率良く省エネ運転を実現するなど CO2削減にも有効である。このため、DRM

データベースに格納している基本道路及び細道路について、常に最新の標高値を付与

する。 

また、平成 24年度から道路冠水想定箇所、平成 26年度から緊急輸送道路について

それぞれデータを整備してきているが、さらに異常気象時通行規制区間などについても

整備対象とするなど、今後も安全･安心に関するデータの充実を図る。  

併せて、「道路法等の一部を改正する法律」に基づく道路構造物の点検管理に、

DRM データベースが十分活用されるよう協力していく。 

 

④ データベース水準の向上  

DRM データベース記載内容について、国土地理院の基盤地図情報及び空中写真

オルソ画像ならびに自動車の走行軌跡を記録したプローブ情報等を活用して、位置精

度だけでなく時間精度についても常に高い水準を維持できるよう努める。  

また、DRMデータベースを効率的かつ安定的に整備するためのツールとして、新デー

タ整備システムを整備した。引き続き、実運用を通してシステムの完成度向上に努める。  

 

⑤ 道路管理者及び利用者からの意見要望への対応  

道路管理者からは、狭隘な未整備道路、住宅地の狭い道路その他の通行不適区間

について利用を回避すべきこと、新設された広幅員道路を優先的に使用すべきこと、観

光施設等に併設されている駐車場へ適切に誘導すべきことなど、案内情報を随時頂い

ている。また、カーナビ事業者及び実際に現地を走行した運転者からは、通行の可否や

難易について要望が寄せされる場合がある。これら情報提供及び対応要請はその都度

精査し、有用なものはカーナビに適切に反映されるよう、カーナビ事業者など DRM デー

タベース利用者に的確に情報を提供する。 

 

⑥ 関係機関と連携した ITS 等新技術への貢献  

将来に向けた DRM データベースの展開として、平成 18 年度より高度 DRM 等の新
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技術を開発しているが、先進的な運転支援システム、車線レベルのナビゲーション、次世

代協調 ITS 及び自動運転の実現に資するため、3 次元高精細道路ネットワーク情報の

標準化について、関係する団体や企業等と検討会を通じて意見交換及び集約に努める。

これらの検討過程及び検討結果は、政府の検討作業や ISO など国際的な標準化の場

においても適宜披露し、当協会が長年培ってきた技術の社会還元にも貢献する。  

このほか、DRM データベースが一層プラットフォームとしての役割を期待されるように

なってきていることに鑑み、道路の区間 ID方式についても、現状の課題と潜在的な利用

可能性を踏まえ、普及方策を改めて検討する。  

 

⑦ 特殊車両対応  

特殊車両通行許可システムによる審査日数の短縮に寄与するため、特車申請用地

図データの更新業務にも対応する。具体的には、車載センシング装置  (MMS) を活用

して取得した 3 次元点群データについて、その収集、加工、利用及び提供について、事

業化も視野に入れつつ技術開発を進める。 

 

  



4 

 

Ⅱ．事業計画  

 

１ 調査研究・標準化事業  

 

(１) 調査研究   

デジタル道路地図のあり方等について、関係機関・団体等との十分な連携のもとに引き

続き具体的な推進方策の検討を進める。また、DRM データベース更新に必要な資料の効

率的な収集と広範な利活用の推進等について、道路法等の一部改正や自動運転技術の

進展など内外の動向を把握しつつ、自ら積極的に調査研究するとともに、大学等の研究に

ついて助成を行う。 

 

① 道路更新情報の収集方策の充実  

DRM データベースが官民の利用価値の高い情報インフラとして機能し続けるために

は、鮮度、更新の頻度、品質、データの提供方法、取扱の容易さ等について常に改善を

加えて、信頼性と利便性を向上していくことが不可欠である。 

更新においては、特に供用前の道路の変化情報の確実な把握が重要であるが、道路

管理者の資料作成・提供の負担軽減を図るために、通常の道路更新資料の集約・入手

と併せて IT 手法などを用いて更新情報を収集するための環境整備に取り組む。  

具体的には平成 29 年度から静岡県を皮切りに公共工事等の「入札情報サービス 

(PPI)」 を活用した ITによる網羅的、効率的な図面等の収集を実施しており、地方自治

体の理解を得てさらに拡大を図る。 

また、「道路告示データシステム」については、供用開始告示の内容を確実に取得で

きるようにするとともに民間からの情報開示請求を削減し、災害時における道路規制及

び迂回路情報の提供などの効果について道路管理者の理解を得て導入を図る。  

 

② DRM データベースの活用分野の拡大  

DRM データベースは、カーナビゲーション、Web 地図などの電子地図、VICS  (道

路交通情報通信システム) 、交通センサスと連携した総合交通分析、特殊車両通行許

可システム、災害時情報提供等、官民双方において、幅広く利活用されているが、今後

とも官民共通のデータベースとして内容や機能を更に拡充し、より一層の活用分野の拡

大を図る。 

また、DRM データベースをプラットフォームとしてこれに紐づけした 3 次元点群データ

及び道路施設等により効率的な道路管理システムの開発を目指し、道路管理者の協力

を得てフィールド実験を行うとともに、3 次元点群データのカーナビ更新や自動運転等の

民間による利活用がなされるよう収集、加工、保管、提供など、官民相互利用について

検討を行う。 

 

③ 国際的な取り組みへの対応  

ISO/TC204 関連会議、 ITS 世界会議、欧米の自動運転シンポジウム、内閣府

SIP-adus ワークショップ等国内外で開催される国際会議への参加を通じて、協調システ

ムや自動運転システム、MaaS 等、ITS の先端技術における道路地図情報の役割、及
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び情報項目について、世界の技術動向を把握するとともに、ITS データベース分野にお

ける国際標準策定に資する情報の収集・整理・分析・発信に努める。  

 

④ 研究の助成  

デジタル道路地図の資料収集・作成、精度・鮮度の向上、利活用に関する分野の研

究、センシングデータ  (道路沿線点群データ) を利用した道路管理、道路地図の標準

化等 DRM 協会の指定するテーマに関する研究の助成を行う。  

また、昨年度の研究助成の成果について、国土交通省等の道路管理者、賛助会員

及びデータベース提供先等の関係者を対象に報告会を行う。 

 

(２) 標準化  

利用者のニーズを的確に反映するため、準拠する全国 DRM データベース標準及び

DRM 標準フォーマット 21 等を適切に維持管理するとともに、業界デファクトスタンダードで

あるシェープファイルや新フォーマットの可能性も含め提供するデータフォーマットの在り方を

提案する。更に ISO/TC204/WG3 の活動を中心として DRM データベース技術に関わる

ITS の国際標準化活動に積極的に参画する。 

 

① データベース標準の管理  

DRMデータベースに関するニーズ、技術革新、社会環境の変化等に対応するために、

変更が必要な要件が生じる都度標準化委員会を開催して DRM データベースに係る標

準を適切に改定する。 

 

② ISO 等国際標準化の促進  

国際標準化委員会  (ISO/TC204/WG3:ITS データベース技術 ) へ国際コンビーナ

を派遣するとともに、WG3国内事務局として国内分科会を開催し、次世代 ITSに必要と

なる高精度道路地図やダイナミックマップに係る国際標準化項目について国内意見をと

りまとめ、国際会議等における提案や審議検討を積極的に行い、以て ITSのためのデー

タベース技術の国際標準化に貢献する。  

日本提案の GDF5.1 Part1 及び Part2 (地理データファイル標準  (共通)) につい

て、今年度中に国際標準発行を行う。 

  

③ 地域メッシュコード規格に関する情報の提供  

平成 24年 2月に失効した日本測地系による地域メッシュに関する規格  (日本工業規

格  JISX0410:2002 地域メッシュコード (追補 1)) に関して、失効後も引き続き同規格

を使用せざるを得ない場合への対応として、日本測地系から世界測地系への円滑な移

行に資するため、規格原案作成団体として引き続き当該規格の注意事項等の情報をホ

ームページに掲載する。 

 

 ２ データベース高度化等事業  

  道路管理の高度化や、カーナビゲーションシステムや自動運転を含めた ITS の次世代

サービスの実現を実現するための DRM データベースの高度化に取り組む。 
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① 高度 DRM データベースの検討  

  自動運転システムや次世代協調 ITS の実現に資するため、高精細道路地図の国際

標準化活動を行う。また、次世代協調 ITS のプラットフォームにもなりえる高精細道路地

図を用いたダイナミックマップに関して、その構築に必要となる高精度相対位置参照表

現法等についても国土技術政策総合研究所  (国総研) が主催する共同研究等に参加

し引き続き検討する。 

  また、従来のデジタル道路地図では表現ができなかった高精度位置表現や車線数等

を記述する拡張 DRM データベースについての検討を行う。 

 

② DRM による位置参照方式の整備  

DRM データベース上の位置をデータ世代間で共通に表現できる位置参照方式とし

て道路区間 ID を整備してきたが、今後の道路管理での高度利用を想定してさらに大縮

尺の DRM リンクレベルで情報を管理できる方法を検討する。 

 

３ 広報・普及事業  

 

DRM データベースの円滑な更新と広範な利用に資するため、デジタル道路地図の社会

的な有用性について理解を深めてもらうよう、様々な取り組みを行う。 

また、道路管理者、賛助会員等に対しデジタル道路地図の最新動向等に関する情報提

供を充実する。 

 

① デジタル道路地図に関する広報・普及  

デジタル道路地図が社会全般で広く認知されるよう、ホームページ等を通じて普及促

進に努める。 

ホームページのリニューアルに伴う道路管理者等からのカーナビ地図への要望の集約

や、より新しいデジタル道路地図の利用を紹介する活動等を引き続き行い、国民生活に

おけるデジタル道路地図の存在意義を広く知ってもらう。 

 

② 国際会議への参加  

令和 2年 10月にロサンゼルスで開催される「第 27回 ITS世界会議 2020」に参加し、

DRM データベースに関してセッションにおける発表、関係ブースでの展示・説明等を行

うこととする。 

 

③ 講演会等の開催  

デジタル道路地図やそれに関する国内外の最新技術や政策の動向について紹介す

る「DRM セミナー」を 2～3 回開催する。 

 

④ 機関誌の発行  

機関誌  「デジタル道路地図」 を 4 回発行し、賛助会員及び道路管理者等関係機関

に協会の活動や技術動向を知ってもらう。 

また、道路管理者等が関心を持つ記事を継続的に掲載するとともに、様々な機会に
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読者の要望を把握し、誌面への反映を図る。 

 

４ 情報整備・提供事業  

 

１） 情報整備  

平成 24年度以来、地方整備局等と国土地理院が協力して道路更新資料の提供を地方

自治体等に依頼するとともに、当協会が資料収集の実務を一元的に担う体制が確立してい

る。 

関係機関等との連携を更に強化し、道路関係資料の収集、DRM データベースの整備・

更新等を引き続き着実に実施し、信頼性のある官民共通のデータベースとして、なお一層

の鮮度、精度、網羅性の確保に努め、品質の向上を図る。  

その際、資料の収集、データベースの整備・更新にあたっては、作業の効率化に努め、一

層のコスト削減等に取り組む。 

 

(１) 道路に関する情報の収集  

 

① 道路管理者資料の収集  

最新の道路状況をデジタルデータとして利用できるようにするためには、道路の施工

段階における情報に基づいた更新を道路供用開始までに行うことが必要である。  

このため、都道府県道以上の道路等については供用開始の 2 年前に道路管理者の

工事図面  (CAD 図面) 等の資料提供を受けているが、国土交通省の道路事業の見通

し及び各地方公共団体の社会資本総合整備計画等の情報を把握し、情報収集の確実

な実施を引き続き図る。 

さらに、国道、都道府県道等に加え、国土交通省が関係省庁と連携し、農道、林道、

港湾の各部局及び地方公共団体  (主に市町村の道路管理部局 ) に対しデジタル道路

地図の迅速な更新について平成 25 年度から協力要請するなど、主要な大規模林道、

広域農道及び港湾道等についても資料収集の拡充を引き続き図る。  

     

② 基盤地図情報資料の収集  

国土地理院が公開している基盤地図情報について、整備状況及び提供時期に関す

る情報を収集し、その確実な入手に努める。 

 

③ 市町村道等の情報の収集  

市町村道、主要な大規模林道、広域農道及び港湾道等については、上記①による

国土地理院、地方整備局等の連名依頼発出により道路管理者資料の収集を行ってい

るところであるが、その際、DRM データベースが確実に更新されることによる地元への効

果などについても十分周知し市町村等の一層の理解と協力を得て、基礎資料収集対象

とならなかった自動車通行可能な道路や DRMデータベースに反映されていない過年度

の道路の新設、変化情報等についても収集する。 

また、区画整理事業、再開発事業などに係る新設道路等についても、直接事業主体

に照会を行うなど引き続き資料収集を行う。  
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④ 供用状況の調査  

道路管理者から提供を受けた基礎資料等を参考に、新聞記事、報道発表等の Web

検索、道路管理者への直接問い合わせにより道路の供用情報を常時  (通年) 調査す

る。 

   

⑤ 開通前事前走行  

地方整備局等、地方公共団体、高速道路会社の協力を得て、全国の新規開通道路

について事前走行を外注の活用により効率的に実施する。 

 

⑥ カーナビ案内への要望事項の収集受付  

協会がカーナビ関連各社の横断的窓口として、道路管理者、地方公共団体、企業、

個人といった様々な情報元からカーナビによる道案内への要望や施設の変化情報等を

収集し、カーナビ関連各社へ伝達することによりカーナビ案内の問題解決、交通安全と

快適性の向上を引続き図る。 

 

(２) DRM データベースの整備・更新  

 

① DRM データベースの整備・更新  

道路管理者から提供を受けた CAD 図面等の資料と国土地理院が公開している基盤

地図情報その他の関係資料を基に、道路の新設・改廃や道路構造物・施設等の状況を

把握し、DRM データベースの速やかな整備・更新を行う。 

また、資料提供元の道路管理者に対して、DRM データベース更新後の道路線形、

道路ネットワーク及び供用状況を表現した出力図等による確認を行ない、DRM データ

ベースの正確性を確保する。 

 

② 道路関連情報の収集によるデータの信頼性の向上  

DRM データベースの根幹である道路ネットワークの正確性を確保するために、道路の

漏れや道路形状の変化等について調査・補修を行う。 

 

③ 道路愛称データの更新  

全国の道路について、地元地方公共団体が定めた道路区間の道路愛称名を調査し、

更新している。 

今年度は、東北地方、中部地方、山口県及び島根県を対象に実施する。  

 

④ 標高データの更新  

道路管理者から提供を受けた縦断図及び更新された「基盤地図情報  数値標高モデ

ル (DEM)」を用いて、標高データ更新を行う。 

 

⑤ 災害対応、交通安全、道路構造物点検等に資するデータの整備  

東日本大震災をはじめ、異常気象時の通行規制や道路冠水など各種災害への備え
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と交通安全走行への支援に貢献するほか、道路構造物の点検管理を支援するため、以

下の項目について引き続き整備を行う。 

イ) 異常気象時通行規制区間データ 

ロ) 冬期通行規制区間データ 

ハ) 踏切位置データ 

ニ) 津波警戒時の避難等に資する道路標高データ (再掲 )  

ホ) アンダーパスなど道路冠水想定箇所の位置データ 

へ) 緊急輸送道路データ 

ト) トンネル、橋梁等の構造物位置データ 

チ) 除雪優先区間データ (国土交通省と継続協議 )  

 

⑥ VICS リンクデータベースの更新  

令和元年度 DRMデータベース (3203版) を基に、令和 2年度の高速道路の VICS

リンクデータベースの更新を行う。また、令和元年度との差分情報として、VICS リンク世

代管理テーブル等の更新も行う。 

 

⑦ 新規データ入力編集システムの開発  

現在、DRM データベースの整備・更新には、入力編集プログラムを中心として、多数

のプログラムを使用している。そのため、工程が複雑化しているほか、プログラムのメンテ

ナンス上も不都合がある。この問題に対処するため、令和元年度までに、新規データ入

力編集システムの主要部分を開発した。令和 2 年度は、シェープファイルの仕様の変更、

距離標のデータの内部表現の違いに基づく検査項目の追加を実施する。また、作業会

社における実運用を開始し、実運用等で発見された不具合を修正する。  

併せて中長期的な生産性向上と汎用性拡大を目指して作業工程などを見直す。  

 

１） 情報提供  

DRM データベースについて、提供先の要望を踏まえて質の高いデータベースの提供に

努めるとともに、道路関連情報の提供内容の一層の充実・拡大を図る。  

     

① DRM データベース等の提供  

道路管理者から提供される情報に加え、国土地理院との連携及び社会資本総合整

備計画リストを活用した取組み、地方自治体の「入札情報サービス (PPI)」等を活用し

た情報収集の一層の拡大などにより、道路ネットワークとしての本来の機能である鮮度、

精度、網羅性の高い DRMデータベースとして提供するとともに、提供先に対して関連資

料、参考情報などの提供も引き続き充実させる。 

 

② 道路供用情報の提供  

カーナビゲーション用など各種の用途において道路地図更新のリアルタイム化を極力

図るため、都道府県道以上の幹線道路等の供用開始予定時期の 2 年以上前のデータ

化と併せて、道路供用情報の一元的収集と提供先への常時  (通年 ) 提供を一層充実

させる。 
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③ 道路管理者資料の提供  

DRM データベースの整備・更新のため収集した道路管理者資料について、道路管

理者の了解を個別に得た上で、提供先への参考提供を一層進める。  

特に、カーナビゲーション用地図等の更新で重要となる高速道路・都市高速・高規格

幹線道路については、新規供用の本線・新設の IC・新設の SA/PA等に関して、供用前

の最新の平面図・区画線平面図等の資料を、適宜、道路管理者から協会が一括して入

手し、提供先と共有する。 

 

④ VICS リンクデータベースの提供  

更新した VICS リンクデータベース及び令和 2 年度 VICS リンク世代管理テーブルデ

ータベースを作成し、関係者に提供する。  

 

５ 特車事業等  

 

特車申請用地図データの更新及び関連業務の受託に向けて準備を行い、受託できた

場合においては同業務を確実に実施する。 

 

① 特車用 DRM データベースの着実な更新  

特車申請件数の増加とともに特車審査日数の短縮が喫緊の課題となっており、自動

審査が可能となる未収録道路の収録化に向けて、データベース更新業務のデータ化の

迅速な対応を図る。 

 

② DRM データベースと特車用 DRM データベースの一体化  

特殊車両の通行許可手続き迅速化のために特殊車両が通行可能な経路を即時確

認できる新たな制度の創設が、「道路法等の一部を改正する法律案」として国会で審議

される見込みである。具体的には、あらかじめ登録した ETC2.0、車両重量計等の搭載

車両は、通行可能経路マップに従って自由に経路を選択可能となり、道路管理者は

ICT でモニタリングを強化する仕組みが想定されている。 

この「道路法等の一部を改正する法律案」の成立を見越して、DRM データベースと特

車用 DRMデータベースの一体化及び特車情報便覧の障害情報データを DRMデータ

ベースへ関連づける作業について、課題を整理した上で全国的な整備を実施する。 

 

６ その他  

 

当協会の目的を達成するために必要な事業を実施する。 

 


