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クラウド技術を活用した
電子納品成果の円滑な流通促進に関する研究

2007年5月に成立した地理空間情報活用推進基本法の施行や2011年3月の東日本大震災を契機として，地理空間情
報の利活用促進や国土保全の観点から，電子納品成果の適切な管理に対するニーズが高まっている．ところが，自
治体では電子成果を保管するためのシステム整備やデータ入力コストが負担となり，十分な管理体制が構築されて
いない．
本研究では，保管管理に係る行政の負担を軽減し，低コストでバックアップ，有効活用するために，クラウド技
術を活用し電子納品成果を外部保管するモデルの構築を目的として，大量かつ大容量の電子納品成果の登録プロセ
スや，データの特性に応じた管理方法を設計，開発した．さらに，クラウド環境にプロトタイプシステムを構築し，
実際に電子納品成果を登録することで，開発した手法が有効であることを確認した．
Key Words : Distribution of the Electric Delivery, Data Management, Cloud Technology, Bussiness Proccess.

1. はじめに

政令市で約 90%，中核市では約 30%の実施状況となっ
ている

2007 年 5 月に成立した地理空間情報活用推進基本法

3)

．中核市での実施状況が低いもの音，年々取り

組みが拡大しているところである．

では，地理空間情報全般の円滑な整備・更新を図ること

納品された成果については，国では電子納品保管管理

とされている．国や自治体の建設事業における成果は，

システムが運用され一元管理を行っている．自治体でも

国土や公共施設などに関するものである．地理空間情報

電子納品を保管管理するためのシステムが導入されてい

として有用な情報が多く含まれており，流通や利活用の

るが，都道府県，政令市ともに約 60％程度，中核市で

促進を図るために電子データなどの形式で適切に保管，

は 10％程度にとどまっている 3)．

管理することが重要である．

電子納品成果の利活用やバックアップを確保していく

2011 年の東日本大震災では建設事務所が水没し，過

ためには，自治体における電子納品成果の一元的な管理

去の成果品などのほとんどが流失してしまい，その後の
復旧，復興に支障が出たことが報告されている

体制の構築が課題である．しかし，厳しい財政状況の中，

1)

．今後，

自治体では中心にシステム整備や運用・保守費用，シス

大規模な災害に備える上で国土や公共施設に関する成果

テムへのデータ入力体制が確保できない実態があり，保

2)

品のバックアップの重要性が再認識されている ．

管管理システムの整備が進んでいない．

このように，電子納品成果の利活用や災害時のバック

このような状況に対して，クラウド技術を駆使し，外

アップの観点から，電子納品成果の検索性を確保しつつ，

部に保管管理のためのシステムを構築し，全国ベースで

継続的に管理することへのニーズが高まっている．

共同運営することで，単独自治体で構築する場合に比べ，

わが国では，国土交通省において電子納品を 2001 年

低コストで一元的に管理，有効活用するための体制を実

度から開始し，2004 年度には全面運用している．一方，

現できる．

自治体では平成 23 年度において，都道府県では 100%，
1

3. 自治体の電子納品成果提供可能性の調査

自治体の工事や調査等の電子納品データを，外部（中
立的な第三者）にバックアップとして格納することがで
きる．また，システムの運用・保守やデータ入力に係る

(1) 自治体電子納品管理担当部署へのヒアリング

行政側の負担を軽減することにより行政担当者は，電子
納品の実施に専念できる．

自治体における電子納品の登録や管理状況の実態を把

行政以外の外部組織がクラウド技術によって電子納品

握するため，保管管理システムを運用している県の技術

成果の管理を代行するモデルを実現するためには，数年

管理部署などへのヒアリングを行った．ヒアリングの実

度分の多数，かつ数百メガバイト～数ギガバイト程度の

施概要を以下に示す．

大容量である電子納品成果を効率的に登録するためのプ
ロセスや，電子納品成果の特性に応じた管理方法を明ら

日時：平成 24 年 10 月 18 日（木）
場所：県庁会議室
出席者：
県 情報系部署 2 名，技術管理系 1 名，他 1 名
東京大学 関本，建設技研 山口

かにする必要がある．
本研究では，実際の自治体の電子納品成果をモデルケ
ースに，データ登録プロセスの設計やデータ特性に応じ
た公開属性・加工方法の開発方法の開発，クラウド環境
への電子納品成果の登録を行った．

ヒアリング実施時の説明資料を参考資料に示す．

2. 研究フロー
1）県の電子納品成果の管理実態について
本研究のフローを図 1 に示す．
県における電子納品成果の管理状況について情報提供

自治体の電子納品成果提供可能性の調査

を受けた．ヒアリングを行った県では，成果検収後に外
郭団体でのデータ登録を行っている．登録時，保管管理

データ登録プロセ
スの設計

システム側でエラーが発見された場合であっても，検収

電子納品成果の
データ特性に応じ
た公開属性設定・
加工方法の開発

後であるため事業者への問い合わせ，修正依頼が難しい
という課題があった．また，データ容量の目安として数
テラバイトのデータ量であることがわかった．

（ヒアリング内容）

クラウドシステム環境の構築

 検収後，県サーバへの登録前のチェック作業を外部
に委託している．
 電子納品成果の 1 割程度は何らかのエラーがあり，業
者に問い合わせるが，検収後でもあるため回答がな
い場合もある．
 県は電子納品基準を独自で持っており，市販のチェ
ックツールではエラ ーを解消しきれない場合があ
る．
 県では，県土整備部の技術検査課において電子納品
成果の副を一元管理している．（正は各出先事務所
が保管している）
 平成 16 年度以降の電子納品成果を外付け HDD に登
録する作業を行っている．1 年度分の登録作業に約 1
ヵ月を要している．
 1 年分の電子納品で 1～2TB の容量が必要になってい
る．

電子納品成果の登録
図1

研究フロー

まず，実際にモデルケースとする電子納品成果を確保
するために，協力可能な自治体の調査，協力依頼を行っ
た．また，自治体における外部管理に関するニーズを把
握するため，自治体担当部署へのヒアリングを行った．
次に実際に電子納品成果を借り受け ，大量の CDROM からクラウドシステムにデータを登録するための
登録プロセスの検討を行った．あわせて，電子納品成果
をシステムに登録するためにメタデータの作成方法の開
発を行った．
これらの検討結果を踏まえ，構築したクラウド環境に

2）電子納品成果の外部提供について

登録し，システム上で閲覧可能な環境を整備した．
研究者より，研究の目的および内容について説明し，
県の協力可能性について協議した．
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ヒアリングを行った県では，外部への情報提供を効率

また，調査では外部に貸与できない場合の理由につい

化したいというニーズを有していた．しかし，現地調査

ても確認した．電子納品や保管管理システムの導入を検

の写真に表札や付近の住民が写り込んでいる場合，アン

討，試行している場合が多かった．

ケート結果などに個人の連絡先が含まれる場合があり，

その一方，電子納品成果が一元管理されておらず，関

個人情報の取り扱いが課題であるとの認識であった．

係部署や倉庫などから電子納品成果を収集，提供に係る

また，会計検査時期と重なること，保管管理システム

作業が膨大になるという理由も同数程度あった．自治体

へ過去のデータを登録中であることから外部提供が困難

において電子納品成果の管理に関して課題を抱えている

とのことであった．

状況がうかがわれる．
また，個人情報の取り扱いやデータの外部提供に関す
るルールが無いため，提供が困難であるという理由もあ

（ヒアリング内容）

り，電子納品成果を流通させる際のルールづくりにも課
題が存在している．

 電子納品成果物についても公文書扱いとなることか
ら，外部機関に提供することについては，個人情報
などの重要情報も含まれるため，内部での確認が必
要である．
 建設研究センターへ電子納品の確認作業を委託して
いる業務では，守秘 義務契約等を取り交わしてい
る．このため，契約の取り交わしが有れば提供する
ことはできないか検討したい．
 従来は情報公開請求等において，行政側で電子デー
タを印刷し，業者は印刷物を電子化する等の非効率
があった．このような情報提供に掛かる手続きにつ
いて，行政側も効率 化を図りたいと考えている ．
（県）
 年度が新しい電子納品成果については，会計検査で
過去 3 年度分は遡って検査されるため，データをお貸
しすることはできない．また，3 年より前のものは，
バックアップ作業を行っているため，工程の調整が
必要である．
 県の業務に支障がでないことが原則であるが，何ら
かの協力はしたいと考えている．
 県において市町村の 電子納品を担当する窓口はな
い．前回は GIS 関係の部署を集めた会議において説
明会を実施した．
 市町村との会議は 8 月に実施したばかりであり，次回
は 2 月となっている．それまでに実施が必要であれ
ば，随時相談する．

（電子納品成果の収集・提供作業に関するもの）
1.情報を一元管理しておらず，貸与できる状況ではない
ため．
2.成果品をすべて集めるところから開始する作業とな
り，多大な労務が発生します．また，成果品（CD 等）
が１枚しか納品されていないものについては複写とい
う作業も発生します．
3.現在，電子納品保管管理システムの構築を検討してお
り，電子成果の一元管理ができていないことから，貸
与準備にかかる事務作業量が膨大となるため．
4.システムへ保管された件数は把握しているが，電子納
品の件数は把握できていない．CD は一括管理しておら
ず，案件毎に発注機関の倉庫に行き成果品箱を開け，
CD があるか把握する作業が必要となる．
5.災害復旧・復興事業の業務が多忙を期しており，電子
成果品の収集が困難な状況である．
6.本市では成果の電子納品については業務，測量で実施
しています．成果については，担当課が管理している
こと，また情報提供に係る要綱がないことから提供で
きません．
7.電子納品に係るデータについては，例えばボーリング
などは民地のデータも存在し，個人情報に係わること
も想定されることから提供にあたっては慎重にならざ
るを得ない．
8.本県では平成 24 年度から，試行的に一部の電子成果品
の正・副 CD のうち，副を保管管理システムに登録し
ております．今後は，全ての電子成果品に適用する予
定です．平成 23 年度までの副ＣＤについては，技術管
理課で保管しておりますが，県の外部に貸出すことは
想定しておらず，貸出規約等もありません．従いまし
て，貸出すことの可否について，個人情報保護条例と
の関係や未確定情報の保護など個別に整理する事項も
多く，大量の CD を貸出すことは困難な状況です．今
後，貸出要望が頻繁に生ずる場合は，規約の整備等，
検討いたしたいと考えております．

(2) 電子納品成果の貸与可能性の調査
全国の自治体から，電子納品保管管理システムを未導
入である 47 団体を抽出し，本研究に対する電子納品成
果の貸与協力の可能性について調査した．
47 団体中 26 団体から回答があり，そのうち 3 団体か
ら協力可能の回答を得た．自治体では電子納品成果が会
計検査時に必要となることから，研究時期と会計検査の
時期ができるだけ重ならないことが望ましい．電子納品
成果の貸与可能な時期や検証を行うためにできるだけ多

（電子納品や保管管理システムの導入試行中であるも
の）

くのデータ件数を確保することを考慮し，島根県に協力
を依頼することとなった．

1.本市においては，電子納品保管管理システムを導入し
ておらず，また現在実施している電子納品は写真のみ
がほとんどのためご提供できません．
2.本市は電子納品の一括管理をしておらず，各事業課が
3

工事写真だけの電子化であり，その運用状態が把握で
きておらず，現時点では対応困難なため．
3. 本市におきまして，電子納品を実施しておりません．
4. H24 年度より電子納品要領を作成し運用しているとこ
ろであり，過去 1 年間程度というデータが揃っていな
いため（H24 年度分もデータ量が少ない）
5. 本市においては，電子納品の試行運用に至っていない
ため．
6. 本市の電子納品の取り組みは，市地域情報化行動計画
の下，県の電子納品ガイドライン(案)に準じた電子納品
実施要領及び電子納品運用マニュアルに基づき，平成
23 年度から開始したところであり，東日本大震災の影
響もあり，実質的な運用はごく僅かであること，今
後，本市として納品データの保管管理，利活用をどの
ように行うかについて検討する考えであることから，
ご案内の研究への参加を見送る
7. 電子納品を実施していないため
8. （電子納品の）試行期間中であるため
9. 現在，当市保有の電子納品成果品データを保管管理フ
ァイルサーバに保管作業中であり，成果品が手元にな
いと作業に支障になるため．

対象件数が増加している．直近である平成 23 年度のデ
ータ容量が最も大きく，569 ギガバイトとなっている．
5 年度分の合計は 1,533 ギガバイト（1.5 テラバイト）で
ある．
島根県では平成 18 年 5 月に電子納品要領が制定され，
5 回の改訂を経て運用されている

ファイル」の納品が義務づけられている．「概要ファイ
ル」には表 2 のような内容が記載されており，工事と業
務で記載項目は同一，記載内容についてはほぼ同じであ
る．

貸与の了承を得た島根県の電子納品成果は工事および
業務の成果であり，表 1 のように合計 7,069 件のデータ
であった．なお，電子納品成果を貸与していただくにあ
たり，島根県には機密保持契約書を提出した．

島根県の電子納品成果の案件数
工事
業務
合計

．電子納品要領では

業務，工事ともに Microsoft 社のエクセル形式の「概要

(3) 収集した電子納品成果の概要

表1

4)

案件数
4,078
2,991
7,069

表2

島根県電子納品要領における概要ファイル項目

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

工事の記載項目
工事名
道川港地区名等
工事位置
発注事務所等
部等名
グループ名
担当者名（総括監督員）
（主任監督員）
（監督員）
請負業者名
担当者名（現場代理人）
（主任技術者）
（担当者 1）
（担当者 2）
最終請負金額（円）
工事期間（自）
工事期間（至）
工事概要
その他

業務の記載項目
業務名
道川港地区名等
業務位置
発注事務所等
部等名
グループ名
担当者名（総括監督員）
（主任監督員）
（監督員）
請負業者名
担当者名（管理技術者）
（担当者 1）
（担当者 2）
（担当者 3）
最終請負金額（円）
業務期間（自）
業務期間（至）
業務概要
その他

また，年度ごとに事務所単位，業務単位のフォルダが

島根県の各年度のファイル数，容量，工事・業務件数
の集計結果を表 3 に示す．島根県では平成 19 年以降の

存在しており，業務単位のフォルダ配下に報告書，図面，

電子納品成果が CD-ROM などに蓄積されており，年々

写真等のサブフォルダが存在していた．

表3
年度
H23
H22
H21

ファイル数
869,867
694,340
519,632

容量(GB)
569.0
447.4
363.9

H20
121,912
H19

152.7

年度ごとのファイル数・データ容量

区分

フォルダ

案件数
1,668

工事

工 23+事務所略称+連番

業務

業 23+事務所略称+連番

工事

H22 工事\工 22+事務所略称+連番

業務

H22 業務\業 22+事務所略称+連番

730

工事

H21 工事\工 21+事務所略称+連番

1,031

業務

H21 業務\業 21+事務所略称+連番

677

工事

-

業務

H20+事務所略称+連番

工事

-

業務

H19+事務所略称+連番

819
1,379

0
443
0

4

322

4. データ登録プロセスの設計

電子納品成果の検索性を確保するために，業務や工事
の案件ごとにメタデータを作成した．島根県の電子納品

①は電子納品成果に関して受注業者が正を発注者に，

成果には表 2 に示した「概要ファイル」が業務単位で含

副を外部組織（本研究では我々提案者）に提出する方式

まれており，利用可能な項目については様式に基づいて

を想定し，一般的に 1 件あたり数百 M～数 G 程度の大

自動的に抽出することとした．

容量である成果データそのものを，短時間に円滑に登録

メタデータの仕様については，社会基盤情報の流通に

できるよう，自動化できる範囲に登録プロセスを簡素化

関して実証的な実験を行っている社会基盤情報流通推進

する．具体的には，こうした成果品の電子媒体の登録は

協議会のシステムとの連携を図る観点から，社会基盤情

年間，常に大量にある訳ではなく，年度終了後などに集

報流通推進協議会の検索システムの仕様を用いることと

中的に来る傾向が多いことを想定し，年度明け等に，多

した．メタデータ仕様と各項目の作成方法を表 4 に示す．

くの PC を用いて集中的に登録作業（ここでは媒体のフ
ァイルのコピー）を行った所（図 2），18 人日で終わっ

表4

た．これらの繁忙期以外は，専任の人間でなくてもよい

電子納品成果のメターデータ作成方法

メタデータ項目
カテゴリ ID
タイトル

と思われる．

詳細
（説明や住所な
ど）
提供元 URL

提供元
License
データ作成日・
掲載日
データ提供日
行政コード
位置コード
位置情報
実データ

作成方法
電子納品成果の ID を登録
概要ファイルから「業務名」を転
記
概要ファイルから「道川港地区
名」，「工事（業務）位置」，
「請負業者名」，「業務概要」を
転記
島 根 県 土 木 部 技 術 管 理 課 HP の
URL を登録
http://www.pref.shimane.lg.jp/gijutsuk
anri/
発注事務所名と部等名，グループ
名を連結して入れる
島根県担当者の ID のみエツら可能
として設定
概要ファイルから「業務期間
（至）」を転記
電子納品成果のデータの受領日
島根県の行政コードを入れる
「4：緯度経度」を記入
「工事（業務）位置」をジオコー
ディングして設定
フォルダ単位の圧縮ファイル名を
登録

電子納品成果に個人情報や行政内部の情報が含まれる
可能性があるため，作成したメタデータおよび電子納品
成果のデータは，島根県の関係者のみ閲覧，ダウンロー
ド可能とするように設定を行った．
また，「業務位置」からの位置情報の取得については，
東京大学空間情報科学研究センターが提供している
図2

5 年分の島根県の電子納品成果一式（上）と

「Geocoding Tools & Utilities」の「CSV アドレスマッチ

PC10 台で電子媒体を並行して登録する風景

ングサービス 5)」を利用した．
「概要ファイル」からの自動作成結果をに示す．「概
要ファイル」については島根県の電子納品要領上，変更

5. 電子納品成果のデータ特性に応じた公開属
性設定・加工方法の開発

不可とされているが，実際は様式が異なる場合があった．
また，業務位置が空欄など，記載内容が要領通りになっ
ていない場合があった．これらの理由により 7,069 件中

(1) 検索用メタデータの作成

6.4%にあたる 455 件についてはメタデータを自動的に
5

表6

作成できなかった．

表5
作成結果
作成成功
作成失敗※

年度＋区分

メタデータの自動作成結果
件数
6,623
455

H19 業務

割合
93.6％
6.4％

位置情報の抽出件数
島根県内
地点数

地点数
2,645

597

H19 工事

0

0

H20 業務

3,358

687

※メタデータの項目が全て取得できなかった場合，また

H20 工事

0

0

は位置情報が取得できなかった場合

H21 業務

4,825

1,486

H21 工事

1,609

703

H22 業務

5,808

1,495

H22 工事

2,018

802

H23 業務

5,256

1,426

H23 工事

2,002

871

(2) 位置情報の取得可能性の確認
島根県の電子納品成果には概要ファイルから「業務位
置」が取得できない案件の電子納品成果は，地図上にプ
ロットできない．このため，電子納品成果から直接，
「業務位置」に相当する位置情報を取得する必要がある．
しかしながら報告書や電子成果に含まれる情報をひとつ
ひとつ確認し，案件を代表する位置情報を抽出すること
は効率的でなく，作業時間などの観点から現実的でない．
そこで，電子納品成果をデータマイニングし，頻出の
位置情報を自動的に識別・抽出することで案件を代表す
る位置情報を抽出できないかを試行した．
1）抽出手順
位置 情報の抽出に は， ジオタギ ング ツールで ある

図3

GeoNLP6)を使用した．GeoNLP6)は，テキスト内に含ま

地図上にプロットした位置情報

れる地名や住所にタグ付けを行い，そのタグに緯度・経
度の情報を埋め込むツールである．現在，GeoNLP は，

表 6 と図 3 から島根県外の地点が数多く抽出されたこ

WebAPI として公開されており，ネットワークを介して

とがわかる．そこで，ランダムに選択した数カ所の抽出

使用できる．GeoNLP は，テキストデータを入力とする

結果を確認したところ，以下のケースが確認された．

ため，電子納品成果内の Word，Excel 等の各種ファイル
・位置情報の誤抽出

形式を事前にテキスト形式に変換する必要がある．これ

全国に複数存在するような町名や河川名から，GeoNL

には ，今回，フ ァイル形式の対 象を Word，Excel と

P により誤った位置情報が抽出されていた．

PDF 形式に限定し，オープンソースである Jodconverter
と Apache PDFBox を使用した．Jodconverter を用いて

・地域名一覧が記載された対応表など

Word，Excel ファイルを，Apache PDFBox を用いて PDF

全国分の地名と計算に使用する係数やコードとの対応

ファイルをテキストデータに変換し，GeoNLP の入力デ

表がファイル内に記載されており，その対応表内の全て

ータとした．

の地名の位置情報が抽出されていた．
2）抽出結果
前者は島根県内の地名を他県の地名として誤った位置
情報を抽出した可能性が高いケースであり，後者は案件

GeoNLP による位置情報の抽出数を表 6 に，抽出した

と関係のない位置情報を抽出したケースである．

地点を地図上にプロットしたものを図 3 に示す．図 3 の
「地点数」は GeoNLP で抽出した地点の総数，「島根

本試行では，案件と抽出した位置情報との関係を求め

県内地点数」は「地点数」のうち，島根県内の地点に限

ることを目的としているが，上記のような位置情報はそ

定した数である．なお，抽出結果には，概要ファイルか

の精度を低下させる要因となる．そこで，次項で述べる

ら抽出した地点も含めている．

評価では，島根県内の地点だけを使用することとした．

6

また，抽出結果の補足として，案件ごとの位置情報の

をたて，その真偽を確認することを目的とした．比較手

抽出件数の分布を図 4 に示す．X 軸は業務フォルダ内で

順は，以下のとおりである．

抽出された地点数，Y 軸は X 軸に対応する案件数を示
す．なお，案件の分布が案件全体の 1%未満のものは，

（ア）抽出地点への順位付け

グラフの可視性を考慮して，X 軸の値として表示してい

業務フォルダ内における各地点の抽出回数は，それぞ

ない．

れ異なる．たとえば，１つの報告書ファイルから抽出さ
れる地点もあれば，業務フォルダ内の複数のファイル内
から抽出される地点もある．本ステップでは，抽出回数
が多いほど，案件への関係性が高い地点であると考え，
抽出回数に基づいて地点の順位付けを行う．
（イ）案件位置と抽出地点との比較
各案件（業務フォルダごと）において，案件位置と同
じ地点が，全抽出地点の中で何位にランキングされるか
を区分別に集計したものを図 5 と図 6 にそれぞれ示す．
業務フォルダから抽出される地点数はそれぞれ異なる
ため，抽出数で地点に順位づけすると，最下位の順位が
案件ごとに異なる．そこで，各案件を同じ指標で表すた
めに，図 5 と図 6 に示す結果では，順位を 1～10 の範囲
の値をとるように正規化してから案件数を集計した．

図 5 案件位置順位の集計（業務）

図4

地点数と案件数との関係

図 4 の結果から，案件区分によって，案件の分布に違
いがあった．業務における地点の抽出数は 2～5 点の間
に分布しているのに対して，工事ではほぼすべての案件
が 1 点に分布していることがわかった．
3）評価
概要ファイル内の案件位置と，GeoNLP で抽出した位
図6

置情報との比較を行った．本比較では，「業務フォルダ
内から抽出される位置情報において，案件位置と同じ地
点が高い割合を占める（抽出回数が多い）」という仮定
7

案件位置順位の集計（工事）

案件によって，概要ファイルに記載された案件位置と

クラウド環境は，東京大学が社会基盤情報流通推進協

同じ地点が，概要ファイル以外から抽出できない場合が

議会に提供しているシステムをベースに構築した．利用

あった．このような案件は，図 5 と図 6 の集計値には含

者が直接利用する検索等の画面を図 7 に示す．

まれない．そこで，業務フォルダ内における案件位置の
抽出確率を表 7 に示す．表 7 の「案件数」は，案件位置
と同じ地点を，概要ファイル以外からも抽出できた案件
の数を示している．また，「抽出確率」は，案件の総数
に対する「案件数」の割合を示す．なお，案件の総数に
ついては，表 3 を参照されたい．

表7

案件位置の抽出確率
案件数

抽出確率

H19 業務

259

80.43

H20 業務

365

82.39

H21 業務

551

81.39

H21 工事

295

28.61

利用者は ID によりログインし，地域（市町村レベル

H22 業務

600

82.19

まで），データカテゴリ，フリーワードを指定すること

H22 工事

371

26.90

で登録データを検索できる．検索結果は，画面左端に一

H23 業務

672

82.05

H23 工事

442

26.50

図7

検索ページ

覧表示されるとともに，地図上にもマーカ表示される．
利用者は，地図上のマーカをクリックすることで，当該
データの属性情報を閲覧できる．また，検索結果の上部
にあるダウンロードボタンを押すことで，データをダウ

図 5 と図 6 の集計結果から，業務と工事ともに，最上

ンロードできる仕組みとしている．なお，メタデータの

位の「順位 1」に案件の分布が集中していることが確認

全項目については，図 8 のように，個別の閲覧ページに

できた．詳細には，年度平均では，業務は約 83%，工

て確認可能としている．

事は約 93%の案件が「順位 1」に分布していた．
抽出確率については，表 7 の結果のとおり，業務と工
事とで違いが見られた．業務では，約 82%の確率で案
件位置を抽出することができた．一方，工事では，約
27%となっており，業務に比べ著しく抽出確率が低いこ
とがわかった．これは，多くの案件において，案件位置
が概要ファイルだけに記載されていることを意味する．
上記の結果から，業務については，本評価で設定した
仮定が正しいことを確認できた．つまり，自動抽出した
地点の内，抽出回数が多い地点を選択することで，高い
確率で案件位置を取得することが可能である．
一方，工事については，本評価で設定した仮定が成立
しないことを確認できた．つまり，概要ファイルがない
場合に，他の成果ファイルから案件位置を取得すること
が困難であることを意味する．ただし，今回は抽出対象
としなかった SXF 等の図面ファイルを対象することで，

図8

概要ファイル以外から案件位置を抽出できる可能性はあ

メタデータの詳細ページ

る．
本システムでは，登録データごとに閲覧・ダウンロー
ドを許可する利用者を設定する機能を有している．つま

6. 電子納品成果の登録

り，島根県の担当者だけが島根県の登録データを閲覧可

(1) プロトタイプシステムの概要

能にするといったアクセス制限が可能である．そのため，
複数の自治体の電子納品データを登録することを想定し
8

た場合にも，本システムをそのまま利用することが可能

品成果の「概要ファイル」が存在しない場合でも良好な

である．

精度で位置情報を抽出できることを確認した．
開発した手法に基づき，「社会基盤情報流通推進協議

(2) システムの内部構成

会」のシステムと連携し，実際にクラウド環境上への電
子納品成果の登録を行い，開発した手法によって電子納

システムの内部構成を，図 9 に示す．サーバは，

品成果の登録，検索が可能となることを確認した．

WindowsServer2008 の 2 機構成とし，それぞれ Web サー

一方，電子納品成果の登録プロセスにおいて CD-ROM

バ，Database（DB）サーバとしての機能を持たせた．

などのメディア媒体が増えるほど，読み取り用の端末台

Web サーバは，Apache と Tomcat を用いて Java ベースの

数や作業時間が必要となるため，複数のメディアを高速

システムを構築した．

かつ一括で読み取る手法の開発や，自治体側から容量が
大きい電子納品成果の電子データを効率的に受領するた
めの技術開発が課題である．
また，電子納品要領が存在する場合でも「概要ファイ
ル」が要領通りに入力されていない場合があり，自動的
にメタデータを作成できないケースが存在した．このよ
うな様式が異なる「概要ファイル」に個別に対応するこ
とは効率的でないため，エラーとなった案件の情報を自
治体側へフィードバックし修正して貰うなど，自治体と
連携した電子納品成果の品質向上も課題である．
試行した報告書からの位置情報の抽出にあたっては，
テキストからの位置情報の抽出精度を向上し，更なる高
度利用に関する検討を図っている．

図9

今回研究を行ったクラウド技術を活用した手法や結果

システムの内部構成

については，電子納品成果を外部管理するモデルを実現
するために有効である．今後，電子納品成果を適切な管

本システムでは，PostgreSQL に PostGIS を組み込むこ

理，利活用，バックアップを効率化し，行政における負

とで，地理空間情報に関するデータ格納に適したデータ

担を軽減しつつ，残された課題への検討を進めたい．

ベースへと拡張している．これにより，位置情報をもっ
た登録データを，高速に検索可能なシステムとなってい
る．また，ゼンリン住宅地図ネット配信サービス
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Research to Facilitate the Distribution of Electronic Delivery
Utilizing Cloud Technology
Yoshihide Sekimoto. 1 Shohei Yamaguchi. 2 Takehiro Kashiyama. 1
1 University of Tokyo 2 CTI Engineering Co, Ltd.
Need for proper management of electronic delivery is growing from the point of view of land conservation and utilization
distribution of geospatial information as triggered by the Great East Japan Earthquake of March 2011 and Basic Act on the
Advancement of Utilizing Geospatial Information in May 2007. However, systems for managing electronic delivery is not
enough at local governments, because of the excessive cost for entering data and management system.
In this study, design and develop the registration process and management method for the electronic delivery, taking into
consideration the characteristics of the data, for building a model to store in the external electronic delivery utilizing cloud
technology to reduce the cost of government related to storage management, backup, make effective use. In addition, we
confirmed the developed methodology is effective by building a prototype system on the cloud environment and registering the
genuine electronic delivery.

Key Words : Distribution of the Electric Delivery, Data Management, Cloud Technology,
Bussiness Proccess.
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クラウド技術を活用した電子納品成果の円滑な流通促進 東京大学生産技術研究所
に関する研究
関本義秀

2007 年 5 月に成立した地理空間情報活用推進基本
法や 2011 年 3 月の東日本大震災を契機として，地理
空間情報の利活用促進や国土保全の観点から，電子
納品成果の適切な管理に対するニーズが高まってい
る．ところが，自治体では電子成果を保管するため
のシステム整備やデータ入力コストが負担となり，
十分な管理体制が構築されていない．
本研究 では，保管管理に 係る行政 の負担を軽減
し，低コストでバックアップ，有効活用するため
に，クラウド技術を活用し電子納品成果を外部保管
するモデルの構築を目的として，実際の自治体の電
子納品成果をモデルケースに，データ登録プロセス
の設計を行い，約 7,700 件，合計役 1.5 テラバイトの
電子納品成果を効率的に登録するためのプロセスを
開発した．具体的には CD-ROM などのメディアか
ら電子データを効率的に抽出するための読み取り装
置が 20 台で 2 週間程度が必要であることを明らかに
した．
また，電子納品成果に含まれる「概要ファイル」
の有効活用し検索性を確保するためのメタデータを
作成する手法を開発し，メタデータを効率的に作成
した．また，報告書をテキストマイニングすること
によって案件を代表する位置情報を抽出する手法に
ついて試行し，電子納品成果の「概要ファイル」が
存在しない場合でも良好な精度で位置情報を抽出で
きることを確認した．
開発した手法に基づき，「社会基盤情報流通推進
協議会」のシステムと連携し，実際にクラウド環境
上への電子納品成果の登録を行い，開発した手法に
よって電子納品成果の登録，検索が可能となること
を確認した．
今回研究を行ったクラウド技術を活用した手法や
結果については，電子納品成果を外部管理するモデ
ルを実現するために有効である．今後，電子納品成
果を適切な管理，利活用，バックアップを効率化
し，行政における負担を軽減しつつ，電子納品成果
の登録作業の高速化や電子納品要領に準拠していな
いデータからのメタデータの自動作成など、残され
た課題への検討を進めたい．

