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ニュースと解説 

平成21年２月23日、建設副産物・発生土情報交換シス

テムにおいて、システムリプレースを実施しました。主

な内容としましては、従来の電子証明書からIDパスワー

ドへの認証方式の変更と、新しいハードウェアへの更新、

また、設置場所もインターネットデータセンター（iDC）

を利用することとしました。 

今回は、システムリプレースの中でも特に主となりま

す技術的な観点からご説明いたします。 

 

1．リプレースの背景 

建設副産物情報センターで運用管理している『建設副産

物情報交換システム』及び『建設発生土情報交換システム』

は、システムのハードウェアやOS・ミドルウェアについて、

当初よりほとんど変更しないままサービスを維持提供して

きました。その結果、代替え機器の入手やソフトのバージ

ョンアップ等が困難になり、耐障害性が弱く、システムメ

ンテナンスの維持コストがかかる上、将来的なシステム改

良が難しい等の懸念事項が生じてきました。これらの問題

を解決すべく、平成19年11月より本格的にプロジェクトを

立ち上げ、ハードウェア機器の入れ替えを中心としたシス

テムリプレースを行うこととなりました。 

 

2．オープンソースソフトウェアの利用 

今回のシステムリプレースでは、積極的にオープンソ

ースソフトウェアを使用しました。バックエンドシステ

ムであるDBサーバーを含め、各サーバーには、Linux用

オペレーティングシステム（Linux OS）を採用し、サポ

ート体制の充実しているディストリビューター※、レッ

ドハット株式会社の『Red Hat Enterprise Linux』を選

択しました。また、WEBサーバー用ソフトウェアには、

世界一のシェアを誇るApacheを導入しました。これに

より、オペレーティングシステムのセキュリティが向上

したほか、将来的なアプリケーションの改修やチューニ

ング等に柔軟に対応することが可能になりました。 

 

3．仮想化技術の利用 

今回、新たな試みとして、テスト環境に『VMware 

ESX』を取り入れました。これは、1台のサーバーに仮

想化OS（オペレーティングシステム）をインストール

して、その上で複数のOSを動かすことが可能な仮想環

境構築用ソフトウェアです。 

図-１のように、テスト環境用のサーバーにおいて、

WEBサーバーとアプリケーションサーバー、そして

DBサーバーの３台を『VMware ESX』を導入した１

台のサーバーに集約しました。これにより、サーバー

の維持管理費や運用コストを抑えることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設副産物・発生土情報交換システム 
～　システムリプレース　～ 

 

図－１　仮想化技術の利用 

※ディストリビューター：この場合は、Linux OSの配布元 
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4．運用保守の見直し 

システムリプレースと同時に、運用保守も見直しを行

いました。主に、システムの運用管理の部分となります

が、一部 ITIL（Information Technology Infrastructure 

Library）を参考に実施しました。 

ITILは、英国政府向け手引書として刊行されたもので、

運用保守等に関するITを利活用したサポート体制を『Ｉ

Ｔサービス』そのものとして位置づけて、インシデント

管理、問題管理、構成管理、変更管理等、サービスレベ

ルの向上をはかる体系的なガイドラインを記しています。 

今回は、図-2のようにシステム管理担当についてITサ

ービスとして一元化し、問い合わせ窓口であるヘルプデ

スクと各ベンダーの中央に置きコントロールできるよう

にしました。 

これにより、システム障害の問い合わせ内容の把握か

らシステムの稼働状況まで正確に知ることができ、なお

かつ保守会社や各ベンダーに対して、迅速な指示が出せ

るようになりました。 

障害発生時は、まず、発生した段階で保守会社と連携

をとり、障害内容についての調査分析を行います。その

後、分析結果に基づいてレベル付けをし、障害の度合い

に応じた復旧の対応方法や時間等を決めるという仕組み

を作りました。また、障害対応後も再発防止のために、

根本原因の調査と分析を行い、レポートとして記録して

保存します。更に、アプリケーションやOS等の設定変

更についても、変更管理を行うようにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．システム監視 

今回システム監視も全面的に見直し、リモートによる

リアルタイムのサーバー・ネットワークの監視を実施す

るようにしました。更に、システムに異常が発生した場

合は、アラートメールが送信される仕組みになってい

ます。 

アラートメールは、HSDPA通信サービスを利用した

端末により24時間365日受信するもので、加えて即座に

ログインしてサービスの確認を行うとともに障害復旧

等の判断に対応できるようにしました。 

 

6．インターネットデータセンターへの移設 

サーバー等のハードウェアに関しましては、インタ

ーネットデータセンター（iDC）への移設を行いました。

これにより、電源系の二重化や免震構造による地震対応、

24時間365日の施設管理などの設備面に対する耐障害性

が確保でき、BCP（業務継続計画）に大きく寄与しま

した。 

尚、システム保守等は別途対応することとし、iDC

には、施設や電源設備、システムラック等の設備のみ

の使用に限定した最小のハウジングサービスをお願い

しました。 

◇　　　◇　　　◇ 
 

今回のリプレースのもう一つの大きなメリットとし

ては、ユーザーから最も要望が多かった「検索速度等

のレスポンスの向上」に対応できたことがあげられます。

また、運用方法の見直しにより、内製化と運用コスト

の削減も進めることができました。 

技術的には、まだまだ課題は多いですが、サービス

品質等の更なるレベルアップに努めていきたいと思い

ますので、是非、多くのに方々に利用して頂ければ幸

いです。 

 

〈建設副産物情報センターHP/システムログイン画面〉 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

http://www.recycle.jacic.or.jp/（副産物センターHP） 

 

（システム高度化研究部　建設副産物情報センター 

主任研究員　足田安司） 

２００９.７月号 

図－２　サービス体制 
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２００９.７月号 

●はじめに　 

平成20年度に応募がありました土木施工管理技術論文

における第3回ITマネジメント賞は、日本車輌製造株式

会社の石原拓土氏と峯田敏宏氏の共著による「鋼道路橋

の支点部補強工事における施工管理（疲労きれつ監視シ

ステムと反力調整）」に決定しました。 

 

●ITマネジメント賞とは 

ITマネジメント賞は、（社）全国土木施工管理技士会

連合会が募集する「土木施工管理技術論文」を対象にして、

『IT（情報技術）を利用して工事（改築・改修・新設・

維持等）の工期短縮、施工合理化、品質向上、安全性向上、

環境保全に役立てた事例』を取り扱った技術論文の中で、

最も注目される論文に贈られる賞です。賞の選定は、審

査委員会の審議により行われています。 

JACICは平成18年より「土木施工管理技術論文」の募

集に協賛し、ITマネジメント賞が創設されました。受賞

論文には、賞金７万円とCPDS30ユニットが与えられます。 

過去２回は下表に示す技術論文がITマネジメント賞を

受賞しています。 

 

●今回の選考について 

「平成20年度第13回土木施工管理技術論文」として、全

国各地から技術論文が67編、報告が104編寄せられました。 

当論文は、67編の技術論文から選定されました。橋梁

の維持管理において破断検知線と無線ICタグを使用して

きれつの遠隔監視を行う点が、IT技術の応用として評価

されています。 

 

●当論文で注目されるIT技術 

次の項目が、IT技術として注目されます。 

1）鋼道路橋の支点部付近の主桁に発見されたきれつの進

展監視において、従来行われている目視管理を補完す

る目的で、破断検知線と無線ICタグを使用した遠隔監

視システムを用いている。 

2）破断検知線は疲労きれつを早期かつ確実で安価に発見

できるセンサーであり、２本の平行銅線を特殊フィル

ムでサンドイッチしたプレファブ構造（幅：7mm,厚さ：

0.1mm）になっている。これを疲労きれつの先端付近

に指定の接着剤により設置している。 

3）無線ICタグは破断検知線１箇所に1個設置し、破断検

知線に電流を導通させてその断線を常時監視し、一定

間隔毎に断線情報（きれつ情報）を無線配信する。監

視者はこの情報を受信機で受けてきれつの進展を遠方

監視する。 

4）無線の送信距離は約30mであり、寿命が約5年（計算値）

の電池のみで稼動するため電源工事が不要である。 

5）無線ICタグは腐食や結線部の以上によって生じる断線

と疲労によって生じる断線とを電気的に区別すること

ができる。 

 

●おわりに 

本年度の「土木施工管理技術論文」でもITマネジメン

ト賞を目指す多数の技術論文をお待ちしています。 

 

（経営企画部　参事　矢田敬） 

第3回　ITマネジメント賞（第13回土木施工管理技術論文） 
～ JACIC協賛 ～ 

鋼桁を供用中の道路交差点上に架設する際に、GPSの三次元計測を実施し、移

動中の桁の三次元位置・姿勢を画面表示することにより、構造物との離隔、架

設桁の安全性を確認した。 

施工機械に入力した三次元設計データをもとに、人工衛星（GPS、GLONASS）

を利用した測位情報とゾーンレーザ技術を組み合わせて、グレーダやフィニッシ

ャ等の施工機械の敷均し高さを自動制御し高精度な舗装の仕上がりを可能にした。 

GPS三次元計測を用

いた地組桁の輸送・架

設（神野勝樹） 

第１回 

（H18年度） 

第２回 

（H19年度） 

GPSを利用した「NSP

システム」による情報化

施工（中澤穣，赤田淳） 

ITマネジメント賞の過去の受賞論文 

回数（年度） 題目（著者） 注　　目　　点 
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２００９.７月号 

近畿地方センタ－は、本年度設立16年目を迎え、更な

る国土交通行政の支援を目指し各方面での活動を行いま

す。以下に平成20年度の主な活動と平成21年度の活動予

定を紹介します。 

 

【電子入札コアシステム】 

◇普及状況 

昨年度末の全国での電入札コアシステムの利用状況は、

547団体です。近畿管内では全ての府県政令市で利用され、

市町村等では、京丹後市をはじめとする京都府域で大幅

に増加しました。結果、41の団体で利用されています。 

今年度は市町村で未だ利用されていない滋賀県・和歌

山県域を重点に奈良県及び京都府域で更なる普及を図る

とともに共同利用の大阪府、兵庫県、福井県での普及支

援活動を行っていく予定にしております。 

◇電子入札に関する意見交換会 

・電子入札コアシステム説明会 

平成20年11月20日に電子入札システムの導入を検討し

ている15公共工事発注機関、19名の方の出席のもと導入

済みの京丹後市総務部中江様から導入する際にご苦労さ

れた内容・留意点等のお話をいただきました。 

・電子入札近畿連絡会議 

平成20年12月16日にコアシステムを導入し運用してい

る29公共工事発注機関、45名の方の出席のもと、情報・

意見等の交換を行いました。 

本年度は、電子入札に関する情報・意見等の交換会を

中心に電子入札連絡会議を８月上旬までに開催する予定

にしておりますので関係各機関の積極的なご参加方よろ

しくお願いします。 

 

【コリンズ】 

◇登録の義務付状況 

昨年度末で約97％の発注機関において登録の義務付が

なされています。 

今年度は、全ての発注機関で登録の義務付をお願いす

る予定にしております。 

◇検索システムの利用状況 

検索システムは、昨年度末迄で全発注機関のほぼ半数

以上が利活用されています。その内訳は府県・政令市で

100％、市関係で約72％、町村で約28％です。 

今年度は、全市での利用を、町村で50％以上の利用を

目指します。 

 

【テクリス】 

◇登録の義務付状況 

昨年度末で約94％の発注機関において登録の義務付が

なされており、福井県・滋賀県・京都府では、ほぼ全て

の発注機関で登録義務付がなされています。 

今年度は、全ての発注機関での登録の義務付をお願い

する予定にしております。 

◇検索システムの利用状況 

検索システムは、昨年度末迄で全発注機関の約29％で

利活用されています。その内訳は府県で100％、政令市

で75％、市関係で約40％、町村で約17％です。 

今年度は、重点的に人口20万人以上の未利用の市にお

いて、利活用をお願いする予定です。 

 

【建設ＩＣＴの振興】 

◇RCCM資格試験準備講習会 

JACICでは、シビルコンサルティングマネージャ

（RCCM）の資格試験に先立ち受験準備講習会を開催し

ています。 

昨年度は、312名の方に受講していただきました。 

本年度は、資格試験〈（社）建設コンサルタンツ協会〉

が平成21年11月８日（日）に実施されるのに先立ち、受験

準備講習会を７月27日（月）大阪国際会議場（グランキュ

ーブ大阪）で開催します。 

多くの方の受講をお願いします。 

◇CALS／ECの普及・教育活動 

CALS／ECの普及のため、体験コーナーを設け、電子

入札、電子納品等の体験講習会、説明会等随時開催して

います。 

昨年度は、51名の方に利用していただきました。 

積極的な利活用をお願いします。 

 

【広報活動】 

JACICが事業展開する建設分野の効率化に関する事業

紹介、電子納品・電子入札等のCALS／EC理解度チェッ

クソフト、災害復旧効率化支援ソフト、コリンズテクリ

スの利用方法等の普及を図る目的で各地で実施されてい

る技術展等に出展しています。 

昨年度は、７月26日～27日に福井県大野市で開催され

ました“森と湖に親しむつどい2008九頭竜湖・麻那姫湖

サマーフェスタ”に、12月３日～４日には、大阪市内で

開催されました“建設技術展 2008 近畿”に出展し、多

くの方に当センタ－ブースにお立ち寄りいただきました。 

本年度は、12月２日（水）～３日（木）に、大阪市内で

開催予定の“建設技術展 2009 近畿”に参加する予定に

しております。 

注：数値は、JACIC近畿地方センタ－調べです。 

 

（近畿地方センター　センター長　今井範雄） 

近畿地方センタ－の活動 

地方便り 
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２００９.７月号 

携帯電話を利用したオンライン工事記録写真自動整
理システムの業務モデル標準化に関する調査研究 

日本振興施工管理研究会 

SE職　森川和芳 

 

1．研究成果のまとめ 

現在、工事分野において工事記録写真のデジタル化が

進んでいるが管理作業の自動化はそれに比べて進んでい

ない。 

工事記録写真の管理は、デジタルカメラで写真を撮影

し事務所に持ち帰り、その後パソコンにデータ転送し写

真管理情報を入力・整理している。これらはすべて手入

力で行われており、作業者の負担となっている。 

さらに工事記録写真管理のツールも多種多様に存在し、

その仕様は様々である。使用者の立場に立ってより簡単に

工事写真管理における効率化を進めるにはデータの共通化・

操作の統一等のシステムの標準化が必要とされている。 

本研究では、現状の電子納品における作業の多くを占

めている写真管理について効率化を行い、効率化した業

務の流れをモデル化し標準業務モデルとしてのシステム

構築を目指した。 

工事写真の写真管理作業の効率化を行うために、先ず

現状の写真管理について作業の分析と各工程の実作業時

間を調査し、 

・写真の取込～管理情報登録までが手作業で行われてい

るという点 

・写真の取込・整理時に写真改ざんの機会がある点 

上記２点の問題点を明らかにした。 

写真の取込～管理情報登録までが手作業で行われてい

るという問題点には、同作業の自動化を、写真の取込・

整理時に写真改ざんの機会がある点には自動化による手

作業部分の減少により対応することとした。 

写真の取込～管理情報登録までの手作業を自動化する

ためには写真管理情報を付加して電子メールで送信し、

メールの受信側で写真管理情報に従って自動振分させる

という手法をとり、この手法を実現する撮影機器として

携帯電話とQRコードを使用することとした。 

次に標準化の為に携帯電話とQRコードについて調査を

行い、写真の撮影方法や送信基準、QRコードの標準仕様

を決定した。また写真の自動振分の最終的な成果品をデ

ジタル写真管理情報基準案(平成18年1月)のPhoto.XML形

式とし、作成された成果品をサーバー上に登録し情報公

開を行うこととした。 

このようにして作成した業務の流れを写真管理の新業

務フローとした。作成された新業務フローについて実際

にテスト運用を行い、本システムの有効性を検証した。

QRコードで登録したメール雛形が探しにくいという問題

点に関してはQRコードでの写真管理情報の登録を現場で

も行えるようにした。これに伴い運用を変更し、写真管

理業務の業務モデルとした。 

2．本研究の運用と今後の展開 

現在、新たなデジタル写真管理情報基準案（平成20年

５月版）が発表されており、提出頻度写真項目の追加・

代表写真項目の必須化が記載された。提出頻度写真項目・

代表写真項目に該当する写真を本業務モデルを用いて分

類整理するというような活用方法も考えられる。また工

事写真によっては本モデルで規定した100万画素以上のよ

り精度の高い解像度での撮影が求められるものもある為、

そのような写真に対してはデジタルカメラを使用しそれ

以外の写真について本モデルを適用する。 

今後については、本研究の成果を踏まえて開発したシ

ステムを新技術活用のNETISに試行申請型として登録し

現場での更なる活用と評価をしていただくことを期待する。 

 
◇　　　　◇　　　　◇ 

 
場所・モノ・事象に対する共通識別子「Uコード」
を用いた、建設分野における公物管理業務の情報
化および業務支援システムの調査研究 

東京大学大学院　情報学環 

准教授　石川　徹 

 

本研究では、IT技術を用いた公物管理業務の効率化・

高度化のための一手法として、固有識別子uコードを用

いた情報システム案の開発を行った。具体的には、スキ

ャニングにより電子化した公物管理台帳をもとに公物情

報の登録・検索等ができるようにし、また携帯端末を用

いた現場での情報の参照・検索等もできるように設計した。 

今後、本システムが業務の実際の場面で利用されるた

めには、いくつかの課題が挙げられる。 

まずは、データに関する問題で、現在でもパトロール日

誌システムやMICHIシステムなどのシステムが存在し、

これら既存のデータベースとどのように連携を取っていく

かを熟慮する必要がある。その際には、システムに盛り込

むべき情報、効率的な作業に必要な情報は何かを洗い出し、

その情報をどのようにデータベース化すればよいかという

データ構造の問題とともに考えることが重要である。 

　また、今回はuコードという固有の識別子を用いて公

物およびその情報をコード化したが、現在でも公物管理

においては既存のコード体系（たとえば灯柱番号）が存

研 究 助 成 成 果 概 要 

JACIC便り 
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ISO9001

国土交通省の電子入札に関し、ヘルプデスクへ寄せら

れた応札者からの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 

 
回　　　答 

  「電子入札運用基準」で指定されているアプリケーションソフト、

ファイル形式、圧縮方法以外を使用すると、発注者が内容を確認す

ることができない場合があります。 

　止むを得ない事情が発生した場合は、対象案件の発注者にご相談

ください。 

 

 

 

「登録番号」欄には総務省発行の資格審査結果通知書に記載されて

いる10桁の「業者コード」を入力してください。 

　また、「商号又は名称」欄には略号やスペースを使用せず、全省

庁統一資格審査に登録されている名称を入力してください（例：（株）

⇒株式会社）。 

　なお、使用文字に関する注意事項については、e-BISCセンターホ

ームページ左MENUの「電子入札システム（物品・役務）使用文字

に関する注意点」をご確認ください。 

質　　　問 

 「電子入札運用基準【工事・業務】」

の3-1、3-2、4-1、4-2、「電子入札

運用基準【物品・役務】」の3-1、3-2

に、指定されたアプリケーション

ソフトの名称、ファイル形式、圧

縮方法が記載されていますが、指

定されたもの以外は使用できませ

んか。 

 「物品・役務」で新規利用者登録

する際に表示される、資格審査情

報検索画面の「登録番号」と「商

号又は名称」の入力欄には何を入

力すればよいのですか。 

項　目 

 

 

工事・業務/ 

物品・役務 

 

 

 

 

 

 

物品・役務 

 

（e-BISCセンター　主事　川口玲） 

 

在する。 

　これらとの関連付けをどう記述するのかという点に関

しuコード間の関係性をどのように記述しデータベース

化するのかという問題とともに考える必要がある。 

最後に、今回のシステム案設計およびその初歩的な利

用で明らかになったのは、多種多様な公物管理情報を相

互に紐付けるキーとなる情報としての「場所」の重要性

である。ユビキタスネットワーキングの分野でも、ユビ

キタス空間情報社会基盤の整備を進めるに当たって、空

間の重要性が認識されつつあるが、その際考えなければ

ならない問題が、「場所をどのように特定・記述するか」

という点である。公物管理に特化すると、「道路票（キ

ロポスト）」が場所特定のための基本的な情報として大

きな候補となる。先ほどの既存のデータシステムやコー

ド体系と同じく、こういった既存の場所特定のためのシ

ステムとuコードとの関連を今後詳細に詰めていく必要

がある。さらには、GPS場所情報（緯度・経度）との関

連も、とくに河川の管理において重要となってくる。ま

たこれらに関連して、センサなどとの組み合わせや

CALSおよび地理空間プラットフォームとの連動も将来

的な視野に入れておくとよいと考えられる。 

以上を総合的に考え、実際に現場で作業に従事する方々

が使いやすいシステムとなるよう、設計・評価・再構築

のサイクルを繰り返して行くことが求められる。そのた

めには、現場でのシステム利用の効果確認や利用者の教

育を少しずつ進めることが肝心で、理想的には、携帯端

末の利用しやすさなどハード・デバイス的側面からの考

察と、利用者に重点を置いた人間的側面からの考察の両

者がともに行われていくことが望まれる。とくに後者に

おいては、管理業務の知識・経験が無い人や緊急時の利

用に本システムが有効かどうかを含め、「いつ、どこで、

誰が」利用するのかを考えていくことを通じて、「いつ

でも・どこでも・誰でも」が利用可能な公物管理情報シ

ステムが実現していくものと考える。 

 

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。報告書は、

以下のURLに掲載しています。 

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

（経営企画部　上席参事　落合清二） 

登録部門：電子入札施設管理センター 
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