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平成２３年７月１日発行（毎月1回1日発行）

　このたびの東日本大震災により、被災された方々に心
からお見舞い申し上げます。一日も早い地域・社会基盤
の復興を祈念いたします
　（財）日本建設情報総合センター（JACIC）では、被災
地域における復旧・復興等を支援するため、以下の対応
を実施しています。少しでも役立てていただければ幸い
です。

１．災害査定を申請する市町村の皆さんへ－災害復旧支
援ソフト（Photog-CAD）を被災地域の市町村に無償配
布－
　被災地域の市町村が、家庭用デジタルカメラで災害現
場を撮影し、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に
基づく災害査定を受ける手続きを簡便に支援するための
ソフトウェア（Photog-CAD）を無償で配布しています。
　東北・関東地方の地方公共団体に39ライセンス分を配
布（5月現在）しています。岩手県・宮城県で災害査定支
援を行う東京都職員を対象に、4月26日に講習会を実施し
ています。

２．宮城県内の災害査定・災害復旧工事の積算を支援す
る地方公共団体の皆さんへ －災害査定・復旧工事積算
支援のための積算ASPサービス－
　Web版積算システム（JACIC開発）を導入、利用され
ている宮城県および県内市町村（仙台市を含む）の災害
査定・災害復旧工事の積算を、支援する地方公共団体職
員が現地に赴かなくても行えるASPサービス（インターネッ
トを使用できる環境があれば宮城県等と同じ積算が行え
るサービス）を4月19日より開始しています。

３．積算システム操作習得支援
　4月26日に宮城県で災害査定申請のための設計書作成支
援を行う東京都職員を対象に、6月3日に他の道県支援者
を対象に、講習会を実施しています。

４．建設副産物（建設廃棄物）・建設発生土を処理する
　地方公共団体の皆さんへ －建設副産物・発生土情報
交換システム－
①　被災地域のシステムの継続利用を可能としています。
この度の大震災により契約手続きを進めることが困難
な場合には、契約に先行して4月以降のシステムの利
用を可能としています。（副産物：24機関（6月中旬現在））
②　市区町村のシステムの無償利用を副産物システムに
も適用しています。発生土システムについては、市区
町村（政令市を除く）を対象に、平成23年度まで無料
お試しを継続しておりますが、加えて副産物システム
についても無償で利用できるようにしています。なお、
被災が広範囲であることから建設廃棄物の広域的な処
理等も考慮し、全国の市区町村（政令市を除く）を対
象としています。（副産物：71機関、発生土：260機関
（5月末現在））

５．コリンズ・テクリスを利用されている地方公共団体
の皆さんへ －被災地域のコリンズ・テクリス検索利
用を継続利用－
　Ｈ２２年度にコリンズ・テクリス検索サービスを契約し
ており３月中にＨ２３年度契約ができない被災した地方公
共団体について、当分の間、手続きなしにサービスを利
用可能としています。対象団体には、直接ご連絡を差し
上げていますが、不明の点はお問い合わせください。5
月中旬で青森県、岩手県、宮城県、福島県内の40機関で
利用しました。

６．災害復旧支援のための無償提供ソフト等のご紹介
　災害復旧を支援するために民間企業等から無償提供さ
れている建設関連(CALS/EC)分野における、設計支援、
CAD等のソフトウェア・サービスなどをとりまとめて
ご紹介しています。6月中旬でアクセス数35,000件となっ
ています。
お問合せ先
　詳細やご不明の点については、ホームページで記載さ
れているリンク先または問い合わせ先でご確認ください。
　また、下記相談窓口までお問い合わせください。
JACIC被災地支援相談窓口（経営企画部）
                           TEL 03-3584-2404 FAX 03-3505-2966
相談窓口アドレス　saigai@jacic.or.jp
JACIC　HP　　　  http://www.jacic.or.jp/

（経営企画部　上席参事　落合清二）
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１.  はじめに

平成22年度に募集しました「第15回土木施工管理技術

論文」における「第5回ITマネジメント賞」は、川田工

業（株）の江野本学氏の「大型起重船３隻相吊りによる大

ブロック架設」に決定しました。

２．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年から「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。過去

4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。

３．今回の受賞について

 「平成22年度第15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52編、技術報告が88編寄せられ

ました。

受賞論文は、52編の技術論文から選定されました。羽

田空港の空域制限下における高度制限や東京東航路によ

る航路制限などの現場条件の対策とともに、仕様・能力

が異なる大型起重機船３隻の同調管理をＧＰＳ、加速度計、

各起重機船の吊荷重を無線ＬＡＮにより、リアルタイムに

計測・監視を行う点がIT技術の応用として評価されてい

ます。

４．受賞論文の概要

　本稿では、東京湾に面する中央防波堤外側埋立地と東

京都江東区若洲を結ぶ東京ゲートブリッジにおける架設

例が報告されています。

　大型起重機船３隻相吊り作業管理を「吊荷重」、「高

度」、「起重機船位置」、「側径間トラス姿勢」、それぞれ

４の項目の管理をＩＴ技術により管理することで、最小

クリアランス約0.5mという厳しい条件下において、大型

起重機船による大ブロック架設作業を高度制限を侵さず

作業ができ、さらに大型起重機船３隻の平面位置管理に

より、工事区域内からの逸脱・航行船舶や工事用船舶へ

の支障を避け架設時の安全性が確保できました。

　また、大型起重機船３隻の同調管理により、吊荷重管

理・側径間トラスの姿勢管理を行うことによって、全体

吊荷重のバランスを維持しながら大型起重機船３隻相吊

りによる大ブロック架設ができ、各起重機船の位置管理

を行うことによって、起重機船３隻の相対位置バランス

を保ちながら安定した吊荷重で架設を行うことができま

した。　

５．おわりに

　今年も「第16回土木施工管理技術論文」を募集します。

ITマネジメント賞を目指す論文を多数お待ちしています。

（経営企画部　参事　桔梗靖之）

第5回　ITマネジメント賞
（第15回土木施工管理技術論文）

～JACIC協賛～

CALS/ECコーナー

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

第1回
(H18年度)

第2回
(H19年度)

第3回
(H20年度)

第4回
(H21年度)

GPS三次元計測を用いた地
組桁の輸送・架設
（神野勝樹）

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）

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）
（石原拓土、峯田敏宏）

情報通信技術を用いた道路
土工の品質向上（藤森幸太）

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。

破断検知線（疲労きれつを早期に、確実に、安価に発見できるセン
サー）と無線ICタグを使い、一定間隔毎に断線情報（きれつ情報）
を無線配信し、鋼道路橋の支点部付近の主桁に発見されたきれ
つの進展を、遠方から常時監視することができる。

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
れつの遠隔監視を可能にした。
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情報爆発時代における入札情報公開に対応するWebマイ

ニング技術による入札情報検索システムに関する研究

株式会社栗本鐵工所　　小俣　尚泰

１.  研究目的

我が国では、入札契約適正化法の施行以来、入札情報

のインターネット上での公開が進んでいる。これは年々

増大する傾向にあり、入札制度にも情報爆発の時代が到

来したといえる。各公共団体で入札情報の公開や検索サ

ービスの導入が進んでいるものの、現状の公開方式は受

注者にとっては効率性の問題が残っている。また、既存

の入札情報が統合されたサービスでは、参加発注機関側

でのシステム導入が進みづらいことも考えられる。そこ

で本研究では、発注機関に導入された情報システムを改

変することがないように配慮した入札情報に特化した統

合型Web検索エンジンの提案をする。また、発注者側・

受注者側の双方の実態とニーズの解明を行うことで、本

提案の有用性を示し、全体的に最適であるシステムとな

ることを目指すものである。

２.  研究の新規性

　本研究は次の点において、新規性があると考えられる。

● 公的発注機関のWebサイトから入札情報のみを抽出す

ること。

● 建設業者をターゲットとしたWebクローラ方式の検索

エンジンであること。

● 情報収集対象は、地方自治体が主体であること。

● 実際に関係者に提言と意見聴取を行いニーズの存在を

確認したこと。

３.  研究の手順及び成果

　本研究の手順と得られた成果は、次の通りである。

● 既往技術調査

　PPI及びCALS/ECを含む我が国の入札の電子化につ

いて調査を行い、発注機関における入札情報のインタ

ーネット公表の目的並びにその阻害要因を整理した。

技術による課題解決を行うため、Webマイニング技術

を整理し、課題解決に適すると考えられるシステム構

想を提言した。

● 対象ユーザに対するニーズの検討

　本研究に関連する実態を調査するため発注機関・受

注者の声を収集した。これにより、入札情報がインタ

ーネット上で探しやすい環境を構築することは、発注

機関・受注者双方に確実に存在するニーズであること

が確認できた。

● 発注機関Webサイトのサンプル解析調査

　発注機関のWebサイトから入札情報を抽出できるか

実験を行った。類似度法による入札情報フィルタを構

成し、入札情報の抽出機構を実現した。

● 試験サービスの構築

　試験サービスの提供を目的として、Webクローラ方

式による横断検索システムの構築を行った。発注機関

のWebサイトから抽出された入札情報が検索インデッ

クスに登録される機構を実装し、妥当な結果を返すこ

とができることを示した。

● 試験サービスの実施と効果検証

　建設事業者に対して、実際に試験サービスを試用し

ていただき、具体的なニーズを確認した。

● 今後の展望

　セマンティックWebとWeb2.0について言及し、その

概念を今後のさらなる発展に活用できることを示した。

４.  研究成果の活用

　本研究は次の点において、活用用途があると考えられる。

● 入札情報の流通促進を支援に活用すること。また、そ

の議論の参考事例となること。

● 受注者が調査コストの削減効果を見込んだ効率的な情

報収集の手段を得る方策。

● 発注者が入札の競争性・透明性の確保や、それに対す

る投資を低く抑えた効率的な情報流通をさせる広報手

段を得る方策。

● 発注機関がWebサイトを作成する際に、入札情報のコ

ーナーをどのように作成すれば良いかの指針としての

活用。

―――――――――――――――――――――――――

　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21年度に

は11件の研究助成を実施し、平成22年11月に「第8回研

究助成事業成果報告会」を開催しました。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

（経営企画部　上席参事　落合清二）

研究助成成果概要

JACIC便り
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関東地方センター活動報告
地方便り

　去る平成２３年４月２６日、東京都建設局からの要請で積

算システム及びPhotog－CAD講習会を開催いたしました。

　東京都から宮城県に派遣される建設局、都市整備局の

土木系職員を中心に16名の参加をいただきました。この

講習会は、東京都より宮城県に向け長期派遣を予定して

いる職員を対象に、現地で少しでも早く戦力となるよう

宮城県の積算システムに習熟しておこうという観点から

の要請にお応えして開催したものです。

　冒頭、東京都建設局の磯崎情報化推進担当課長のご挨

拶に始まり、第１部がＪＡＣＩＣシステム高度化研究部職員

２名によるPhotog－CAD講習、第２部が建設コスト研究

部職員４名による積算システム講習と、パソコンを用い

ての演習を含む３時間半にわたる実戦講習となりました。

　

東京都磯崎課長の挨拶

　第１部のPhotog-CADは、広く普及し高性能化の進む

家庭用デジタルカメラを使用した災害復旧のための「災

害査定申請」を効率的に行う道具として、ＪＡＣＩＣが開発

したソフトウェアです。災害現場を家庭用デジタルカメ

ラで３方向から撮影すれば、写真測量機能により断面図

を作成し、ＣＡＤ機能により復旧工事の設計と積算が効率

的に行えます。結果は国標準の査定設計書が出力されま

すので、そのまま査定申請に利用できます。査定を受けて、

再設計が必要になっても３次元モデルができていますので、

朱入れ機能などにより再び現地で計りなおすことなく再

設計が可能です。実際の災害復旧現場で使用された実績

はまだありませんが、今回の震災を受け、実際に利用さ

れることが期待されます。

　次に、第２部の積算システムの講習は、今回の東日本

大震災に伴い、ＪＡＣＩＣの積算システムを利用されている

宮城県及び仙台市をはじめ、宮城県内市町村に対して、

災害復旧のための災害査定と災害復旧工事の積算が行え

るＡＳＰサービス（支援する自治体が現地に赴かなくても

インターネットを使用できる環境があれば宮城県及び仙

台市と同じ積算が行えるサービス）についてです。東京

都は実際に現地に職員を派遣して支援するものですが、

必ずしも県庁のLANを使わず、出先事務所や市町村に滞

在していても、Web方式で使えるシステムです。今回の

講習会で使用した積算システムは、東京都の職員の方々

が日常的に使用しているシステムとは違うものですが、

皆さんすぐに使い慣れて、軽快にシステムを動かしてい

ました。　

第２部冒頭の説明状況

　JACICでは今回の東日本大震災による被災地域の市町

村には、Photog－CADを無償で提供しています。詳しく

はJACICのホームページをご覧いただくか、当センター

のシステム高度化研究部GIS室（Tel 03-3584-2403、メー

ル：photog-cad@jacic.or.jp）までご連絡下さい。

　また、宮城県及び同市町村への災害査定積算支援のた

めの積算ＡＰＳサービスについてのお問い合わせは、建

設コスト研究部（Tel 03-3584-9510、メール：webreqqst 

@jacic.or.jp）までお願いします。

　なお、ＪＡＣＩＣでは、今後とも東日本大震災関連の復旧

事業を側面から支援してまいりますので、関係する公共

機関でご要望等がございましたら、ご連絡いただくよう

お願いいたします。

　　（関東地方センター　センター長　齋藤誠一）第１部演習状況

― 東日本大震災関連「東京都職員震災支援派遣に伴う積算システム及びPhotog－CAD講習会」の開催 ― 
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登録部門：電子入札施設管理センター

e-BISCコーナー

項　目 質　問 回　　　答

システム共通

工事・業務

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

国土交通省電子入札

システムはWindows7 

SP1やInternet 

Explorer 9 に対応し

ていますか。

国土交通省電子入札システム稼働環境は、電子入札コアシステム稼働環境を基本として

います。Windows 7 SP1 及び Internet Explorer 9 は、現在のところ電子入札コアシステ

ム稼働環境に採用されていないことから、国土交通省電子入札システムにおいても稼働環

境としておりません。国土交通省電子入札システム稼働環境への採用準備が整いましたら

e-BISCセンターホームページにてお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

公募型／簡易公募型

競争入札方式（総合

評価落札）における注

意点を教えてください。

公募型／簡易公募型競争入札方式（総合評価落札）では、昨年度末の機能改良により、

指名通知を受けた者のみが技術提案書の提出を行う仕様に変更されました。このため、技

術提案書をシステム外（郵送等）で提出する場合においても、システム上の提出操作（表紙

等を提出するなど、便宜上の手続き）が必須となっています。電子入札システムにおいて技

術提案書受付票の受理が行われていない場合には、入札書の提出が行えませんので十分

な注意が必要です。詳しくはヘルプデスクまでお問い合わせください。

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

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成23年3月～5月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成23年3月～5月）は次のとおりです。

● コリンズ 
コリンズの登録件数（契約額500万円以上） 

国の機関 

地方公共団体 

国の機関 

地方公共団体 

● テクリス 
テクリスの登録件数（契約額500万円以上） 

 3月 4月

（　）：前年同月比

（経営企画部　参事　矢田敬）

（　）：前年同月比

コリンズ登録件数前年同月比較(契約額500万円以上) テクリス登録件数前年同月比較(契約額500万円以上) 

前
年
同
月
比

前
年
同
月
比

3,649
 (1.14)

2,255
(0.88)

17,108
(0.97)

9,280
(0.77)

 3月 4月

421
(0.71)

4,129
(1.01)

1,411
(0.90)

1,679
(1.04)

5月

595
(0.92)

6,485
(0.95)

5月

1,115
(1.17)

1,659
(1.12)
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国の機関 国の機関 地方公共団体地方公共団体
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１．JACIC(港区赤坂)が停電時にもご利用できる情報システム及びサービス

JACIC（港区赤坂）が停電時においても、事前にリンク先をパソコンに登録していただくことにより、下記のサービス

及びシステムをご利用いただけます。大変お手数ですが、準備をお願い致します。

なお、通信回線等の状況により不測の事態も想定され、ご利用できない場合もありますのでご理解のほど、よろしく

お願い致します。

２．JACIC(港区赤坂)が停電時にご利用できない情報システム及びサービス

　JACIC（港区赤坂）が停電時には、システム及びデータ保全のため、あらかじめ以下のシステム及びサービスを停止さ

せる場合があります。

　ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほど、よろしくお願い致します。

○JACIC コリンズ・テクリスホームページ
　　　  ●コリンズ・テクリス 登録システム(企業向け)
　　　  ●Web版 コリンズ・テクリス 検索システム(発注機関向け)
 　 　  （Ｃ/Ｓ版 コリンズ・テクリス検索システムを除く）

        http://ct.jacic.or.jp/
○入札情報サービス
        http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm

○JACIC CALS/ECホームページ
        http://www.cals.jacic.or.jp/

○建設発生土情報交換システム
        http://www.recycle.jacic.or.jp/

○建設副産物情報交換システム
        http://www.recycle.jacic.or.jp/

○国土交通省電子入札
        http://www.e-bisc.go.jp/

○JACICホームページ
　JACIC業務案内、JACICシステム案内、国土交通省関連情報、刊行物、JACICNET、技術、

催し物の紹介、JACICが主催するセミナー、講演会、研究発表会、自治体版土木積算シス

テム情報提供等

○Ｃ/Ｓ版 コリンズ・テクリス検索システム（旧検索システム）

○JCIS 検索システム

JACIC（港区赤坂）停電時における
情報システム及びサービスのご利用について

－6－

（経営企画部　上席参事　落合清二）
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