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はじめに 〜⻑⼤のご紹介〜⻑⼤のご紹介〜〜 Introduction of CHODAI

•• 当社は当社は19681968年に「⻑⼤橋設計センター」として設⽴した建設コン年に「⻑⼤橋設計センター」として設⽴した建設コン
サルタントサルタント会社会社
本州本州四国連絡橋を始めとした⻑⼤橋設計を主軸として 構造事業四国連絡橋を始めとした⻑⼤橋設計を主軸として 構造事業•• 本州本州四国連絡橋を始めとした⻑⼤橋設計を主軸として、構造事業、四国連絡橋を始めとした⻑⼤橋設計を主軸として、構造事業、
計画事業、情報事業などに事業を拡⼤し総合建設コンサルタント計画事業、情報事業などに事業を拡⼤し総合建設コンサルタント
会社に会社に展開展開会社に会社に展開展開

•• 20182018年年33⽉に会社創⽴⽉に会社創⽴5050周年周年

【【⻑⼤の主な事業分野⻑⼤の主な事業分野】】
（（Business field of CHODAI））
・構造事業・構造事業
・計画事業・計画事業

海峡⼤橋 弊社 計

・インフラマネジメント事業・インフラマネジメント事業
・国際事業・国際事業
情報事業情報事業
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明⽯海峡⼤橋：弊社設計 ・情報事業・情報事業

はじめに 〜建設コンサルタントのビジネスモデル〜〜建設コンサルタントのビジネスモデル〜
Business model of Civil engineering Consultants

•• 建設コンサルタントとは、建設プロジェクトの企画、⽴案、事前建設コンサルタントとは、建設プロジェクトの企画、⽴案、事前
調査、調査、設計、施⼯管理等の⼀連の技術サービスを提供する調査、調査、設計、施⼯管理等の⼀連の技術サービスを提供する
専⾨家専⾨家専⾨家専⾨家

•• 事業者（主に⾏政）とともに社会資本整備を担う知識集団として事業者（主に⾏政）とともに社会資本整備を担う知識集団として
活動活動活動活動

【【建設コンサルタントのビジネスモデル建設コンサルタントのビジネスモデル】】
Business model of Civil engineering Consultants

⼀般住⺠⼀般住⺠
社会資本の提供社会資本の提供 納税納税

国・都道府県・⾃治体国・都道府県・⾃治体
事業事業の決定、予算化と執⾏の決定、予算化と執⾏

設計成果設計成果 事業事業 ⼯事⼯事 事業事業

施施 ⼯⼯
ゼネコンゼネコン メ カメ カ

調査・設計調査・設計

設計成果設計成果
納品納品

事業事業
発注発注

⼯事⼯事
施⼯施⼯

事業事業
発注発注

建設建設コンサルタントコンサルタント
（株）⻑⼤（株）⻑⼤
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ゼネコンゼネコン・メーカ・メーカ建設建設コンサルタントコンサルタント



⾃⼰紹介 Self introduction

・⻑⼤が⾏なっている主な事業分野（構造事業・計画事業・インフラマネジメン・⻑⼤が⾏なっている主な事業分野（構造事業・計画事業・インフラマネジメン
ト事業 国際事業 情報事業）の中で 主に情報事業ト事業 国際事業 情報事業）の中で 主に情報事業分野分野に携わ ていますに携わ ていますト事業・国際事業・情報事業）の中で、主に情報事業ト事業・国際事業・情報事業）の中で、主に情報事業分野分野に携わっています。に携わっています。

・情報事業分野の中でも、・情報事業分野の中でも、 ICTICT技術を活⽤した官公庁向けの災害対応システムの技術を活⽤した官公庁向けの災害対応システムの
提案及び、開発をしています。提案及び、開発をしています。

・本⽇は 開発・本⽇は 開発・提案を⾏なっている官公庁向け・提案を⾏なっている官公庁向けの災害対応システムの災害対応システムの事例を紹の事例を紹本⽇は、開発本⽇は、開発 提案を⾏なっている官公庁向け提案を⾏なっている官公庁向けの災害対応システムの災害対応システムの事例を紹の事例を紹
介します。介します。
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本⽇の紹介内容 Today's introduction

（ ） 内 道路 政 防 減（ ） 内 道路 政 防 減・（株）⻑⼤における⽇本国内での道路⾏政に関する防災・減災の・（株）⻑⼤における⽇本国内での道路⾏政に関する防災・減災の
取り組みを紹介。取り組みを紹介。

・具体的事例として、道路⾏政の防災・減災の取り組みの中でも・具体的事例として、道路⾏政の防災・減災の取り組みの中でもICTICT
技術を活⽤した、国⼟交通省から受託しているコンサルティング技術を活⽤した、国⼟交通省から受託しているコンサルティング技術を活⽤した、国⼟交通省から受託しているコンサルティング技術を活⽤した、国⼟交通省から受託しているコンサルティング
業務を紹介。業務を紹介。

【【紹介事例紹介事例】】（（Case studyCase study））【【紹介事例紹介事例】】（（Case studyCase study））
・防災・減災に対する国⼟交通省での取り組み・防災・減災に対する国⼟交通省での取り組み
（（Activities of the Ministry of Land Infrastructure Transport and Activities of the Ministry of Land Infrastructure Transport and TourismTourism））y py p

・地震被害の推測システム構築・地震被害の推測システム構築
（（Estimation system of earthquake damageEstimation system of earthquake damage））
・災害対策⾞両の運⾏管理システム構築・災害対策⾞両の運⾏管理システム構築
（（Estimation system of disaster countermeasures Estimation system of disaster countermeasures vehiclesvehicles））
災害時の道路規制情報共有システム構築災害時の道路規制情報共有システム構築
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・災害時の道路規制情報共有システム構築・災害時の道路規制情報共有システム構築
（（Estimation system of share road regulation information in the event of a Estimation system of share road regulation information in the event of a disasterdisaster））



Activities of the Ministry of Land Infrastructure Transport and Tourism

【【背景背景】】
・近年、東⽇本・近年、東⽇本⼤震災や熊本⼤震災や熊本地震等の⼤規模地震や台⾵等の⽔害が多く発⽣し、災害対応地震等の⼤規模地震や台⾵等の⽔害が多く発⽣し、災害対応
の迅速化や防災の迅速化や防災・減災の取り組み・減災の取り組みを進めている。を進めている。
特 今後発⽣が危惧 広域被害が発⽣ ⼤地 ⾸都直 地 対策特 今後発⽣が危惧 広域被害が発⽣ ⼤地 ⾸都直 地 対策・特に、今後発⽣が危惧されている広域被害が発⽣する巨⼤地震や⾸都直下地震への対策・特に、今後発⽣が危惧されている広域被害が発⽣する巨⼤地震や⾸都直下地震への対策
が、急務となっている。が、急務となっている。

【【取り組み取り組み】】
・被災を極⼒減らす減災の取り組みを⾏なっている。・被災を極⼒減らす減災の取り組みを⾏なっている。被災を極⼒減らす減災の取り組みを⾏なっている。被災を極⼒減らす減災の取り組みを⾏なっている。
・減災の取り組みに加え、災害発⽣時の迅速な対応のため、・減災の取り組みに加え、災害発⽣時の迅速な対応のため、ICTICT技術を活⽤した、災害対技術を活⽤した、災害対
応の効率化を⽬指した取り組みをしている。応の効率化を⽬指した取り組みをしている。

熊本地熊本地東 本⼤ 災東 本⼤ 災 2016.042016.04 熊本地震熊本地震2011.032011.03 東⽇本⼤震災東⽇本⼤震災

阿蘇⼤橋阿蘇⼤橋
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【【写真出典：国⼟地理院写真出典：国⼟地理院】】
津波被害津波被害 阿蘇⼤橋阿蘇⼤橋

崩落崩落

Estimation system of earthquake damage

【【システムシステム概要概要】】
（（System overview））

地震計からの震度情報で地震計からの震度情報で
⾯的な震度分布を作成。⾯的な震度分布を作成。

（（System overview））
・国⼟交通省が保有する情報・国⼟交通省が保有する情報
（道路インフラ構造物の諸元（道路インフラ構造物の諸元

地震計 震
度 （道路インフラ構造物の諸元（道路インフラ構造物の諸元

情報・地震計ネットワーク）情報・地震計ネットワーク）
を活⽤し、システムを構築。を活⽤し、システムを構築。

度
情
報

地震計

・地震発⽣後、地震計ネット・地震発⽣後、地震計ネット
ワークから震度情報をリアルワークから震度情報をリアル

地震計

イメージ：イメージ：2016.042016.04 熊本地震熊本地震

タイムに取得。タイムに取得。
・取得した震度情報から、⾯的・取得した震度情報から、⾯的
な震度分布を作成な震度分布を作成

インフラ構造物被害推測

インフラ構造物の被インフラ構造物の被
害推測結果をアイコ害推測結果をアイコ な震度分布を作成。な震度分布を作成。

・作成した震度分布から、道路・作成した震度分布から、道路
インフラ構造物（橋梁 法⾯インフラ構造物（橋梁 法⾯

害推測結果をアイコ害推測結果をアイコ
ンで表⽰ンで表⽰
⾚：被害可能性⼤⾚：被害可能性⼤
⻩：被害⻩：被害可能性中可能性中
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インフラ構造物（橋梁、法⾯、インフラ構造物（橋梁、法⾯、
盛⼟）の盛⼟）の被害推測を実施。被害推測を実施。

⻩：被害⻩：被害可能性中可能性中
⻘：被害⻘：被害可能性⼩可能性⼩



Estimation system of disaster countermeasures vehicles

【【システム概要システム概要】】
（（System overview））

システム画⾯システム画⾯

（（System overview））
・⾞両とサーバ間の通信は、衛・⾞両とサーバ間の通信は、衛
星回線を使⽤して、災害時も安星回線を使⽤して、災害時も安

衛星通信

定的な運⽤を実現。（当システ定的な運⽤を実現。（当システ
ムは、東⽇本⼤震災時も安定的ムは、東⽇本⼤震災時も安定的

地図上に災害対策⾞両位地図上に災害対策⾞両位 な運⽤を確認）な運⽤を確認）
・⾞載端末は、⾼価な専⽤機器・⾞載端末は、⾼価な専⽤機器
ではなく 安価なタブレ トではなく 安価なタブレ ト

地図上に災害対策⾞両位地図上に災害対策⾞両位
置をアイコンで表⽰。置をアイコンで表⽰。

ではなく、安価なタブレットではなく、安価なタブレット
端末で開発。端末で開発。
本システムは ⾞載端末機能本システムは ⾞載端末機能

通信装置通信装置

・本システムは、⾞載端末機能・本システムは、⾞載端末機能
及びサーバ機能の検討・開及びサーバ機能の検討・開
発・運⽤をオールインワンで発・運⽤をオールインワンで⾞載端末（タブレット）⾞載端末（タブレット）
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発 運⽤をオ ルインワンで発 運⽤をオ ルインワンで
サポート。サポート。災害対策者災害対策者⾞両⾞両

Estimation system of share road regulation information 
in the event of a disaster

【【システム概要システム概要】】
（（ ））

必要な情報を必要な情報を

【【システム表⽰イメージシステム表⽰イメージ】】

（（System overview））
・国⼟交通省の複数のシステム・国⼟交通省の複数のシステム
で保有する情報を 迅速な災で保有する情報を 迅速な災

地図上で閲覧地図上で閲覧
が可能が可能

で保有する情報を、迅速な災で保有する情報を、迅速な災
害対応や道路管理の効率化の害対応や道路管理の効率化の
ため、ため、11つにつに集約。集約。

レイヤの表⽰レイヤの表⽰//⾮表⾮表
⽰で情報を閲覧⽰で情報を閲覧 ため、ため、11つにつに集約。集約。

・集約した情報は、システム地・集約した情報は、システム地
図画⾯上で重ね合わせ表⽰を図画⾯上で重ね合わせ表⽰を

【【レイヤ表⽰のイメ ジレイヤ表⽰のイメ ジ】】 ⾏い、視覚的な状況把握を実⾏い、視覚的な状況把握を実
現。現。

【【レイヤ表⽰のイメージレイヤ表⽰のイメージ】】

・地図上に表⽰している情報は、・地図上に表⽰している情報は、
レイヤの表⽰レイヤの表⽰//⾮表⽰で切り替⾮表⽰で切り替
え可能え可能
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Activities of CHODAIActivities of CHODAI
~ Infrastructure monitoring experiment ~~ Infrastructure monitoring experiment ~

【【背景背景】】（（BackgroundBackground））
・⽇本国内の橋梁等のインフラ施設が今後急速・⽇本国内の橋梁等のインフラ施設が今後急速
な⽼朽化が懸念されるな⽼朽化が懸念される

気象センサ気象センサ ビデオカメラビデオカメラ

【【実験イメージ実験イメージ】】

な⽼朽化が懸念される。な⽼朽化が懸念される。
・⽇本国内には、⻑さ・⽇本国内には、⻑さ2m2m以上の橋梁が約以上の橋梁が約7070万万
橋程度あり インフラ施設の維持管理やモ橋程度あり インフラ施設の維持管理やモ橋程度あり、インフラ施設の維持管理やモ橋程度あり、インフラ施設の維持管理やモ
ニタリングが必要となっている。ニタリングが必要となっている。

・災害発⽣時にインフラ施設が被災する事を防・災害発⽣時にインフラ施設が被災する事を防
光変位センサ光変位センサ

ノートノートPCPCセンサ取り付け状況センサ取り付け状況 ・災害発⽣時にインフラ施設が被災する事を防・災害発⽣時にインフラ施設が被災する事を防
ぐためにも、⽇常的なメンテナンスが必要。ぐためにも、⽇常的なメンテナンスが必要。

ノートノートPCPC
ノートノートPCPCセンサ取り付け状況センサ取り付け状況

【【実験実験 概要概要】】（（Outline of Outline of ExperimentExperiment））
・中⼩の橋梁を対象に、安価な仕組みでのイ・中⼩の橋梁を対象に、安価な仕組みでのイ

「取得した情報から 下記の判断への「取得した情報から 下記の判断への ンフラ施設モニタリングを実施。ンフラ施設モニタリングを実施。
・今後のサービス展開に向けて、機器の構成・今後のサービス展開に向けて、機器の構成

「取得した情報から、下記の判断への「取得した情報から、下記の判断への
活⽤を想定」活⽤を想定」
・点検実施時期の判断・点検実施時期の判断
・⽼朽化度合の判定・⽼朽化度合の判定
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や運⽤⽅法について検討を実施。や運⽤⽅法について検討を実施。・維持管理⼿法の検討・維持管理⼿法の検討

Activities of CHODAI
~ Provision of cloud service for road patrol inspection ~

【【提供サービス提供サービス 概要概要】】（（Overview of Overview of ServiceService））
・・（株）⻑⼤では、災害時の道路管理や⽇常の点検作業の効率化のため（株）⻑⼤では、災害時の道路管理や⽇常の点検作業の効率化のため、独⾃に、独⾃に
道路道路巡回点検ツールを開発。巡回点検ツールを開発。

・専⽤端末は不要で、⼀般的なスマートフォンやタブレットを使⽤して、運⽤が・専⽤端末は不要で、⼀般的なスマートフォンやタブレットを使⽤して、運⽤が
可能。可能。

・サーバ環境を⻑⼤で運⽤し、道路巡回点検効率化のクラウドサービスを提供中。・サーバ環境を⻑⼤で運⽤し、道路巡回点検効率化のクラウドサービスを提供中。
・機能やサーバ運⽤形態は・機能やサーバ運⽤形態は、利⽤者のニーズによって個別、利⽤者のニーズによって個別にカスタマイズ可能にカスタマイズ可能。。

現地でタブレット現地でタブレット現地でタブレット現地でタブレット
に点検状況を⼊⼒に点検状況を⼊⼒

送信

サーバ上で点検状サーバ上で点検状

人・夢・技術人・夢・技術

CHODAI.CO.,LTD CONFIDENTIAL
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サ バ上で点検状サ バ上で点検状
況をリアルタイム況をリアルタイム
に把握に把握



ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました

12


