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１． はじめに 

川崎市は、昭和47年４月政令指定都市になって以降、

都市基盤整備が推進され工事件数が増大するとともに、

設計・積算の内容も多岐にわたり、複雑化していきました。

そこで当市では、積算業務の事務の軽減を図る目的で土

木工事積算システム（オンライン・リモートバッチ処理

方式）を平成２年に導入し、また平成10年には「新土木

工事積算システム（サーバ＆クライアント式）」にシス

テムを改良しました。平成19年度では建設局内４課、及

び市内７区にある建設センター（旧土木事務所）等のパ

ソコンに設置され、計100人を超える職員が利用していま

す。（図－１） 

2．新土木工事積算システム 

新土木積算システムは、旧建設省が構築した「新土木

工事積算大系」に対応し、上位の内訳書から工種等の選

択を行い、その後下位の単価表において条件入力を行う

構成となっています。またシステム機器の構成においては、

各積算部局にクライアント（電算専用機）を設置し、単価・

歩掛データ更新時には技術監理課内に配置した本庁サー

バと庁内LANを通じ接続するようにしました。（図－１）

導入当初は、各部局に数台のクライアントしか配置して

いませんでしたが、庁内の情報環境整備の推進に伴い、

各職員にパソコンが配置されるようになってからは，各

計画配置パソコンにシステムのインストールを行ない、

積算可能なパソコンを徐々に増やし、積算業務の効率化

を図りました。 

 

川崎市におけるJACIC Web版土木積算システムの導入について 

ニュースと解説 
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図－１　川崎市新土木工事積算システム配置図 
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２００８.９月号 

 
3．Web版導入への経緯 

新土木積算システムを導入後、積算基準や関連法制度

の改訂への対応やさらなる積算環境の整備のために、毎

年システムの機能改良を実施してきました。 

　一方、JACICでは、度重なる機能の変更や追加でプロ

グラムも複雑化したこと、OS等プラットフォームの変

更に伴うバージョンアップ作業の発生、さらにシステム

利用者の増加に伴うインストール費用が増加しているこ

とから積算システム自体を変更し、Java技術を基盤とし

たWeb版の提供を開始しました。そこで当市では、現在

のネットワーク環境や他部局での積算システムの導入を

考慮し、OSやミドルウェアの変更に左右されず、また

維持・保守費用も低減される「Web版土木積算システム」

を導入することにしました。 

 

4．Web版土木積算システムについて 

Web版土木積算システムは、イントラネット環境で操

作するWeb技術とマルチプラットフォームが可能なJava

技術を用いたシステムです。また、前システムと同様

の新土木工事積算大系を用いながら、今まで別のシス

テムであった「土木工事積算システム」と「調査積算

システム」が一元化されたことで操作性も向上しました。

さらに費用面でも、システムの一元化に伴うデータの

一括管理やクライアントの増加に伴うインストール費

用等が不要になり、年間経費が低減されました。当市

ではこのような利点を考慮し、平成20年6月より運用を

開始しました。（図－２） 

 

5．今後の積算システムについて 

システム導入する際に通信速度や他のネットワーク

システムへの影響などを懸念しておりましたが、導入

後は利用者も操作に慣れ、順調に運用しております。

今後はユニットプライスの導入に向けての検討や

CALS/EC対応を踏まえ、積算業務の更なる効率化に

向けてシステム作りを進めていきたいと考えております。 

図－２　Web版土木積算システムとその導入効果 
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社会基盤情報標準化セミナー（旧建設情報標準化セミ

ナー）は、社会基盤情報標準化委員会（旧建設情報標準

化委員会）活動の紹介、標準成果の普及および関係者の

ご理解を得る活動として、年２回東京と地方都市で開催

しております。今年度の地方開催は下記のとおり札幌で

の初めての開催となります。国土交通省が進める

CALS/ECの施策、第三次標準化推進三箇年計画に基づ

く委員会活動の概要、幅広い利用が期待される地理空

間情報の最近の動き、国際標準に準拠して開発された

SXFおよび標準成果を実装した島根県の電子納品等の

講演を予定しております。社会基盤情報の標準化、

CALS/EC等に関心のある皆様のご参加をお待ちして

おります 

２００８.９月号 

 

社会基盤情報標準化セミナー2008札幌開催のご案内  

JACIC便り 

記 

  

　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成20年９月26日（金）13：00～16：30 

　　　　　　　　　　　　　　場　所：KKRホテル札幌（札幌市中央区北４条西５丁目） 

　　　　　　　　　　　　　　参加費：無料（定員150名） 

　　　　　　　　　　　　　　対象者：建設行政担当者、建設業界関係者等 

　　　　　　　　　　　　　　申　込：FAXまたはホームページ上で　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.jacic.or.jp/hyojun/event_2008.html

 

（財）日本建設情報総合センター 

　　　　　　　　　　　理事長　　門松　武 

国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター 

情報基盤研究室 

　　　　　　　　　　　室長　　　金澤文彦 

（財）日本建設情報総合センター 

　　　  　　　　審議役兼標準部長 秋山　実 

（財）日本建設情報総合センター 

　　　　  　　　　GIS研究部長　  海津　優 

 

関西大学 総合情報学部 

　　　　　　　　　　　　教授　　田中成典 

島根県 土木部技術管理課 企画調査グループ 

　　　　　　　　 　　　　係長  　石倉英明 

 

（財）日本建設情報総合センター 

　　　  　　　　審議役兼標準部長 秋山　実 

（標準部　次長　山本　翔） 

講　師 内　容 

開会挨拶 

 

国土交通省が進めるこれからの 

CALS/EC 

社会基盤情報標準化委員会活動の 

概要 

地理空間情報と最近の動き 

休    憩 

国際標準に準拠したSXFの開発に 

ついて 

島根県における電子納品の実施 

質 疑 応 答 

閉会挨拶 

時　間 

13：00～13：05 

 

13：10～13：40 

 

13：40～14：10 

 

14：10～14：40 

14：40～15：00 

15：00～15：40 

 

15：40～16：10 

16：10～16：20 

16：20～16：30

プログラム（案） 

※本セミナーは「測量CPD」「建設コンサルタンツ協会CPD」「土木学会CPD」プログラムとして認定済みです。 
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２００８.９月号 

平成20年度（財）日本建設情報総合センター研究助成決定 

（財）日本建設情報総合センターでは、平成10年度か

ら財団の事業目的に合致した研究企画を対象に研究助

成事業を行っています。平成20年度の研究助成は、応

募期限の６月30日までに41件のご応募をいただきました。

審査会は、学識経験者を含めた委員により７月17日に

開催し11件を対象に研究助成を実施することを決定し

ました。 

 

審査会（伊理正夫、大橋正和、月尾嘉男、門松　武、

守内哲男、今岡亮司、梅原芳雄） 

都市空間における社会基盤の持続可能な開発のた

めのプロダクトデータモデルの適用 

グラフィックスアプリケーション開発のための

OpenGLの可能性に関する調査研究 

地域保全対策情報の提供を目指した時空間測量に

よるウイークポイントマッピング 

テレビ放送用の地域防災情報共有システムと連携

による新たな価値の創出 

道路事業を対象とした3次元データの流通による

業務プロセスの設計に関する研究 

テキストマイニングによる地域ニーズの分析手法

の開発に関する研究　－モンスーンアジア地域の

水資源インフラ整備－ 

モービルマッピングシステムを用いた既設道路舗

装状態の道路CADおよびGIS連接に関する実証的

研究 

GISを用いた現地計測と領域気候モデルの飛来塩

分量予測の統合化による耐候性鋼橋梁の腐食環境

評価マップの作成 

共クリギングによる土地取引価格の時空間内挿に

関する研究 

LCI分析へのGISデータの利用による建設分野に

おける最適地域環境戦略の探索 

場所・モノ・事象に対する共通識別子「Uコード」

を用いた、公物管理業務の情報化および業務支援

システムの有効性に関する現場での検証研究 

大阪大学大学院工学研究科 環境・エネ

ルギー工学専攻　　教授　矢吹信喜 

関西大学総合情報学部 関西大学先端科

学技術推進機構　　教授　田中成典 

信州大学工学部土木工学科 

　　　　　　　　准教授　大上俊之 

財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構

　　　　　　　　　　　宇田川真之 

岩手県立大学ソフトウェア情報学部　

　　　　　　　　　講師　窪田　諭 

独立行政法人水資源機構総合技術セン

ター　　　　　　　主幹　杉浦政裕 

 

早稲田大学理工研制御工学研究室 

　　　　　　　　　教授　橋詰　匠 

 

松江工業高等専門学校（環境・建設工

学科）　　　　　　講師　広瀬　望 

東京大学大学院工学系研究科　社会基

盤学専攻　　　　　助教　井上　亮 

東京理科大学理工学部建築学科 

　　　　　　　　　講師　兼松　学 

東京大学大学院情報学環 

　　　　　　　　準教授　石川　徹 

指定１ 

 

指定２ 

 

指定３ 

 

指定３ 

 

自由課題 

 

自由課題 

 

 

自由課題 

 

 

自由課題 

 

自由課題 

 

自由課題 

 

自由課題 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11

No. 平成20年度研究助成対象者（敬称略） テ　ー　マ　名 区分 
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２００８.９月号 

第10回建設情報研究所研究発表会開催のご案内 

平成16年度から、JACICが重要課題であると判断しているテーマを指定課題とし、従来の自由課題と区分し研究助成

を実施することとしています。 

（経営企画部　上席参事　落合清二） 

記 

　　　　　　　　　　　　　　開催日：平成20年10月９日（木） 

　　　　　　　　　　　　　　場　所：健保会館　はあといん乃木坂　フルール（Ｂ１Ｆ） 

　今後内容が変更となることもございます。参加申込方法その他詳細につきましてはJACICホームページ 

（http://www.jacic.or.jp/）をご覧下さい。 

（経営企画部　参事　野村亮一） 

（参考）平成20年度指定課題 

 

標準部 

 

建設コスト研究部 

 

システム高度化研究部 

 

GIS研究部 

 

CALS／EC部 

 

・標準部における研究動向 

・データ仕様の可視化によるデータ流通の促進 

・建設コスト研究部における研究動向 

・建設事業におけるコンカレント・エンジニアリングの導入効果と適用性の基礎研究 

・システム高度化研究部における研究動向 

・建設副産物関連システムの最近の動向について 

・GIS研究部における研究動向 

・災害復旧効率化支援システムPhotog-CADの開発 

・CALS／EC 部における研究動向 

・電子納品要領・基準類の改定に係わる動向と今後の展望について 

建設分野における設計、施工、維持管理及び各ステージ間の情報共有に有効
な手法のひとつであるプロダクトデータモデルの構築に関して、以下の内容
を研究する。 
①プロダクトデータモデルの構築手法（河川・道路・地下構造物及び建設分
野全般における研究） 

②プロダクトデータモデルの適用に関する研究（適用による効果の評価手法
を含む） 

③その他、プロダクトデータモデルの構築及びデータベースに関する研究 
 
建設分野での３次元CADの利用は、橋梁や構造物など一部に限られている。
３次元CADを建設分野全体に普及させるため、以下の内容を研究する。 
①３次元測量、３次元設計と情報化施工の一環プロセス 
②３次元CADデータによる施工管理の高度化 
 
国土交通省ICTイノベーション戦略に基づき、国土交通省が開発している地
理空間情報プラットフォームは、電子国土Webシステムをベースとしている。
地図をインデックスとする国土交通情報ポータルサイト的な内容であり、そ
の一部は、公開可能な情報として一般に公開されることが想定される。この
プラットフォームは、組織を超えて、同じ地域の情報を共有できるものであ
るため、新たな組み合わせをもとに国民の利便性を高める新たな価値や良好
なサービスを安定的に供給するためのビジネスモデルを研究する。 

 
 

指定1  建設分野のプロダクトデータ
　　    モデルの構築に関する研究 
　      （継続） 
 
 
 
 
指定2　３次元CADの利用に関する  
　　     研究 
         （継続） 
 
 
 

指定3　国土に関する地理空間情報 
　　    の有機的連携による新たな 
　　    価値の創出（H20新規） 

課　　題　　名 内　　　　　容 

 

JACICでは、当センターの研究活動等の成果について、賛

助会員の皆様をはじめ関係各位、また広く一般の皆様を対象

に毎年発表会を開催しており、本年は第10回建設情報研究

所発表会として下記のとおり開催いたします。 

つきましては、多くの皆様のご参加をいただきますようご案

内申し上げます。尚、参加費は無料です。 

部　名 発表テーマ 
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２００８.９月号 

近年、度重なる談合事件の摘発を通じて、公共調達の

場における入札制度のあり方に関しての社会的関心が高

まりつつある。一方で、建設生産物をめぐっては、いわ

ゆる「耐震偽装事件」以降、その品質確保や建設生産の

プロセスにおける安全性確保の重要性についても大きな

関心が寄せられている。 

そこで本研究では、現在進行途上にある入札制度改革

において安全性確保・品質確保を達成するために、どの

ような点が制度設計上重要な課題になるかを、経済学・

法律学両者の視点に立って検討する試みを行った。まず、

現在の入札制度改革が1990年代以降の談合事案の摘発と

世論による批判を背景に行われてきたことを概観した上

で、この改革の特徴が工事の安全性や建設生産物の品質

確保に関する規制運用には大きな変更を加えることなし

に、指名競争入札制度から一般競争入札制度へのシフト

を図ろうとする傾向を持つことを示してきた（第１章）。

第２章では、現今の建設産業が置かれた状況が過剰供給

の傾向にあることを観察し、入札制度の競争性を高める

改革自体はこの産業の構造調整を進めていくために必要

不可欠である点を、統計学的な実証分析を通じて明らか

にしている。 

さて、入札制度の競争性を確保するためには、入札制

度において不正行為等（とりわけ談合）を抑止するシス

テムであるペナルティを検討することが不可欠である。

談合に対するペナルティの一種である課徴金制度は、現

在のペナルティ・システムにおいて重要な一翼を担って

いる。第３章では、この制度が導入された昭和52年独占

禁止法改正時に遡り、この制度を立法史の観点から詳細

に検討し、その現代的な意義について検討を加えた。先

に触れた現今の入札制度の特徴である指名競争入札制度

から一般競争入札制度へのシフトは、プリンシパル=エ

ージェント関係にある 

発注者と受注者間に発生するエージェンシー・コスト

を高める効果を持つ。従って、改革においてはこの種の

コストを削減するような制度設計が求められることにな

る。第４章では、この種のエージェンシー・コストを削

減するためには、発注者は受注者に対する適正なモニタ

リングを行うと共に、受注者のインセンティブ付与の仕

組みを設計することが求められることを論証している。

第５章では、本研究の過程において行われたアンケー

ト調査のデータ分析を紹介し、現今の入札制度改革の

特徴についての分析を行った。 

こうした分析を通じて、現在の入札制度改革の途上

では入札談合に対するペナルティ（マイナスのインセ

ンティブ付与策）は強化されてきたが、モニタリング

や安全管理上の事故に対するペナルティは必ずしも強

化されているとは言えないことが明らかとされた。第

４章で触れたように、この種のペナルティは受注者側

の「緊張」をもたらし、安全管理の上でプラスの効果

をもたらすことになる。その意味で、こうしたペナル

ティ・システムを今一度検討することは、入札制度改

革の将来を考える上で必要不可欠な事項であると言え

よう。一方、ペナルティのシステムに加えて、安全性

の確保や建設生産物の品質確保を図るためには、受注

者に適正なプラスのインセンティブを付与することも

必要である。この種のインセンティブ付与のシステム

として、工事成績評点の利用や総合評価方式の導入を

図ることが、多くの発注者において試行されつつある。

この種のプラスのインセンティブ付与策がどのような

効果を持つのかについては、現段階では必ずしも明ら

かではない。それ故、こうしたインセンティブ付与策

の意味と効果について検証を重ねていくことが現行の

入札制度改革に課された大きな課題となるのである。 

研究助成成果概要 

公共調達活動における競争性の確保と品質保持 

神戸市外国語大学　田中　悟 

JACICでは、平成10年度から財団の設立目的に

適合する研究企画に研究助成を実施しています。

平成18年度には12件の研究助成を実施し、平成19

年11月に「第５回研究助成事業成果報告会」を開

催しました．この報告会で発表されなかった7件の

研究について、２月号から順次研究助成成果概要

を掲載しています。 

なお、報告書は、以下のURLに掲載しています。 

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html 

また、平成18年度の研究助成をまとめた報告書

をご希望の方は、経営企画部（03-3584-2404）まで

ご連絡ください。 

（経営企画部　上席参事　落合清二） 
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■ 建設技術フェア2007 in 中部へ出展 

平成19年11月７日～８日にナゴヤドームで開催された

「建設技術フェア2007 in 中部」へ出展しました。218の

企業や団体が出展し、歴代二位の14,400人の来場者があ

り、盛況の内に幕を閉じました。 

JACIC中部地方センターは、「建設副産物／建設発生

土情報交換システム」のパネル展示と「CALS/EC理解

度チェック」の体験コーナー等での参加となりました。 

建設業界関係者のみならず、学生の来場者も多く

CALS/EC理解度チェックの問題に挑戦する姿も見受け

られました。 

今年度（2008）は会場を変えての開催となる見込みで、

前年の反省などを踏まえ、より良い展示が出来るよう現

在準備中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 受注者向けコリンズ・テクリス説明会の開催 

（社）三重県建設業協会様のご協力を得て、会員様を

対象にコリンズ・テクリスの説明会を行いました。 

継続教育制度（CPDS）の２ユニットの講習に該当し

た事もあり、実務者を中心に400名以上の方々がご参加

くださり、熱心に聞いてくださいました。説明会終了後

もたくさんのご質問を頂き、ユーザーの方々からの直接

の意見・要望をお聞きすることが出来ました。 

中部地方センターにとっても、大変有意義で勉強にな

る機会を与えて頂き、関係者の方々へ御礼申し上げます。 

（中部地方センター長　松本良一） 

中部地方センター活動報告 

２００８.９月号 

地方便り 

三重県総合文化センターにて 
平成20年６月18日 

展示ブースの様子 

CALS/EC理解度チェックに挑戦 
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２００８.９月号 

お問い合わせ・ご意見等はお気軽に当センターにご連絡ください。 

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

e-BISCコーナー 

JACIC news　平成２０年９月１日発行　第三種郵便物認可 

■編集・発行　 
〒107-8416　東京都港区赤坂７丁目10番20号アカサカセブンスアヴェニュービル 
TEL. （03）3505-2981〈代表〉　FAX. （03）3505-2966 
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html 
JACICホームページ http : //www.jacic.or.jp/

ISO9001

国土交通省の電子入札に関し、ヘルプデスクへ寄せら

れた問い合せの主なものについて、紹介します。その他

の項目についても、ホームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）

のＦＡＱ（よくある質問）に掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

特集：3次元化への潮流 

安価なマイクロプロセッサをベースとした画像処理能

力の急速な向上によって、ゲームの世界では３次元ＣＧ

がごく普通になっており、情報処理の技術としての3次

元表現は成熟した技術となってきつつあります。 

従前の設計や地図表現の場では、紙に描くという制約

から、止むを得ず３次元のものを２次元に投影して処理

していました。現場では長年の間に２次元表現で最適化

が進んでいますが、本来３次元の情報は３次元で取り扱

う方が単純であり理解もしやすく、製造業の世界でも、

３次元CADが普及し始めており、最近建設分野にあっ

ても３次元のCAD、CG、GISが注目を浴びています。

施工時の干渉、設備の収まり、地下の施設や埋設物の管

理、建物内部の扱い、景観の検討等において、直感的に

問題を把握できる３次元表現が広く求められています。 

JACIC情報では、建設分野の情報処理における３次元

化の潮流をCAD、CG、GISについて紹介し、将来の利

活用を展望します。 

 

主な内容：①座談会 

　　　　　②国土交通省での取組み 

　　　　　③各分野での取組み 

　　　　　④海外の動向 

 

JACIC情報は、１冊1,050円（税込み、送料別）です。

ご購読のお申し込み、お問い合わせは、経営企画部まで

お願いいたします。 

（経営企画部　参事　野村亮一） 

JACIC情報91号のご案内 

 
回　　　答 

「文書公開のお知らせ」メールは、発注者が行った文書の追加や差

替を自動的にお知らせするものです。案件に参加されない場合は放

置していただいて構いません。 

 

 

 

　個別ダウンロードファイルについては、ダウンロード文書一覧表

示画面の「備考」欄に、発注者が文書公開を行った時点の【年/月/

日 時間 更新】が表示されます｡また、「備考」欄に発注者がコメン

トを追記している場合もありますので、これらを確認願います。 

　一括ダウンロードファイルについては、発注者が新たな追加・差

替文書の公開を行った際に、自動的に更新されます。 

質　　　問 

文書をダウンロードした後に

案件に参加しないことにしま

したが､「文書公開のお知ら

せ」メールが届きました。何

か手続きをする必要がありま

すか。 

ダウンロード文書一覧表示画

面において、発注者が文書の

追加や差替登録を行った場合､

追加・差替はどのように確認

すれば分かりますか。 

項　目 

 

 

 

 

 

     工事・業務 

    

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 
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