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パッケージと自社開発を融合
- BE統合工事実績情報システム -

株式会社ブリッジ・エンジニアリング
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会社概要

l会社名 株式会社ブリッジ・エンジニアリング

l創 立 昭和60年4月
l資本金 5000万円
l社員数 約160名

– 内土木技術者：約80名、電気通信機械技術者：約60名

l その他
– 橋梁保守に関する特許を保有

l企業理念
1. 社会資本の適確な保全業務を通じて、社会に貢献する。

2. 誠実を旨とし、会社の発展と社員の幸福を追求する。
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２００年先も今と同じ美しさで
瀬戸内海の橋梁群を適切な維持管理で守っていくことが使命

南北備讃瀬戸大橋 出典（海洋架橋調査会）
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業務概要
1．施工管理業務 2．長大橋の機能保全

3．調査・設計業務 4．点検管理業務

最先端のプロジェクトを通じて、私たちは
、建設現場で貴重な経験を積み重ね、施
工管理の大切さを学び、管理技術を取得
しました。今後のインフラ管理に欠かせな
い技術の研鑚を積み、その経験と視点を
、プロジェクトに活かします。

長大橋梁は鉄とコンクリートで造られてい
ますが、いずれもメンテナンスが重要です
。鉄については長期の耐久性を有する塗
装の劣化度を適度に判定し、計画的に塗
装の塗替えを行っています。また、コンク
リートについても、塩分濃度や中性化の
状況を把握し、長期の耐久性を確保する
処置を講じています。

私達は日々の点検管理業務の挙動観測
などを行い、データの解析・シュミレーショ
ンを通して、長大橋の設計・施工及び維
持管理に反映すべく各種の調査検討を
実施しております。本州四国連絡橋の維
持・管理を実践的な立場から、管理のノ
ウハウの蓄積を図っております。

予防保全の要諦は、「小さな変状を少な
いコストですぐ直す」ことにあります。これ
は「悪くなったら直す」事後保全に比較し
て、より少ないコストで効率的に橋の維持
管理ができる手法です。卓越した橋梁点
検のエキスパート集団が業務に従事して
います。
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点検・工事の現場

ケーブル点検
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システムの歴史

1990年 IBM S/36導入
Const/36(ハネダビジネスフュージョン)を導入

1994年 IBM AS/400導入
Const/400(ハネダビジネスフュージョン)に移行

1998年 発注原価計上自動化システムを導入

2000年 未払計上システムを導入、給与システム刷新

2004年 親子会社勘定システムを導入

2007年 IBM System i5を導入
2008年 e-就業(ニッポンダイナミックシステムズ)を導入

間接費配賦、工事進行基準システムを導入

2009年 LANSAを導入
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課題

l 基幹システム以外のPCに分散したシステムの統合
– 管理が大変
– 連携が取り難い
→IBM iに一本化したい

l システム要員の戦力化
– IBM iの技術者の育成が思うように進まない
– RPGの壁
→IBM iでRPGに縛られない自由な開発

l アプリケーションの統合
– 技術資料の電子化を進めており、他にも実行予算データ、工事資料、会計証
憑などのデータが社内のさまざまな場所に個別に存在している。工事の原価
データはAS/400上に単年度ベースで個別ライブラリーに存在している。まさ
に、データはあるのに取り出す方法が個別な為に照会し辛い状況である。

→統合工事実績のポータルが必要
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LANSAとの出会い

l複数のツールを検討

l先に導入したe-就業が非常に良くできており、
LANSAを使っていることを知った
l最終的に以下の観点からLANSAの導入を
決定

– ランサジャパン、パートナーの技術支援
–課員に開発のリーダーシップをとらせるため
–先行するユーザー企業の成功例を信じた
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LANSA導入の決め手
l信頼性・安定性・堅牢性に優れたSystem i
でネイティブに稼動する

lシステム開発を始めたばかりの「子どもたちは
経験不足であること」をツールが補ってくれる

lパイロットシステムプログラムがあること

lレガシーシステムをWeb化するキラーツール

LANSAの「体感」が「大きな気づき」と「高い
満足度」をもたらすと信じた
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どう進めたのか

lパイロットプロジェクトで、技術サポート(ネオアクシス)
に7日分を依頼，人事システムもOJTで実行中

2009年 2010年
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

導入

集合研修参加等

パイロットプロジェクト実施
(旅費精算)

人事システム着手

統合工事実績情報
システム着手
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開発したシステム

lアプリケーション名
– BE統合工事実績情報システム
異なるプラットフォームにある、全工事情報，原価情報，外注情報，会計
証憑，技術資料に一つのアプリケーションからアクセス

l工数
– 設計 5人日
– データベース記述 4人日
– システム用データ整備 10人日
– プログラム作成 20人日

l開発規模
– モジュール 3本（メソッド，イベントが40本，

AS/400側ファンクション3本）
– 画面数 14画面
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開発したシステム

Const/400
原価管理 e-就業

就業管理

給与

統合工事実績情報
システム

会計旅費精算

人事情報システム
業務報告
申し送り事項
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Network Attached 
Storage光ディスクIBM i

BE統合工事実績情報システム
l3つのリソースを統合

原価 発注 証憑 技術 工事

BE
統合工事
実績システム



BE統合工事実績情報システム
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lシステム設計の考え方
これまでは、いかにしてサーバー機器にデータを集約してデー
タベースを構築するかという手法でシステム設計を行っていた
が、今回はこの考え方を改めた。

1. データは点在する。無理に集める必要はない。
2. 集まらないなら訪ねていけばいい。
3. どんな情報がどこにあるかが事前に分かっていれば、目を瞑
っていても辿り着ける。

4. 情報の登録方法が決まれば力仕事だ。力仕事は自動化すれ
ばいい。

5. AS/400のデータ更新はリアルタイムである必要はない。1日
遅れで十分だ。

6. 存在の確認できた情報は横に並べてみればいい。
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Network Attached 
Storage光ディスクIBM i

BE統合工事実績情報システム
l3つのリソースを統合

原価 発注 証憑 技術 工事
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BE統合工事実績情報システム
メインフレーム



17

BE統合工事実績情報システム
工事記録 - NAS
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BE統合工事実績情報システム
証憑 – 光ディスク
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BE統合工事実績情報システム
自由検索
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BE統合工事実績情報システム
ダウンロード（Excel)
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判ったこと

l IBM iを使って、いろいろなことが自分達でもできる
l LANSAはシステム開発の初心者でも、短期間で戦
力になる技術者を育てられる（人を活かす）

l 2名で
– 経理業務
– アプリケーション・パッケージとシステム全体の運用
– ネットワーク保守・社内向けヘルプデスク
– 追加サブシステムの開発

良いツールを正しく使うと現場は劇的に変わる
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LANSAへの要望

l枯れた技術を事例としてテクニカル・ホットライ
ンに定期的に掲載してほしい。（Q&A更新が
少ない，ランサジャパン発信の情報が少ない）

l逆引きマニュアルを作成してほしい。

lLANSA本社の定期刊行物をユーザーにも手
に入れられるようにしてほしい。

lIBM i側の管理者講習会を開催してほしい。
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今後の展開

l開発ツール（LANSA）の工数削減効果は絶
大であるうえ、一番信頼性の高いホストコン
ピュータをプラットフォームにしたビジュアルなシ
ステムを構築できる。今後の色々なシステム化
案件に応えられる環境が整ったと言える。

lWAMを使って高速道路地図と設備をリンク
させたデータベースに点検記録・補修記録をリ
ンクさせた照会システムを構築する。
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ご清聴ありがとうございました。

今日も一日ご安全に！！
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