
平成30年4月27日

No. 調査・設計名 履行場所
履行
期間

業　務　概　要 入札の方法等

入札時期
（交渉合意契約又は
随意契約の場合は
契約締結時期）

業種区分 発注部署

1 道路環境対策に関する技術資料作成(平成30年度) － 約12ヶ月 大気環境等が厳しい地域の道路環境対策に関する検討及び技術資料等作成
総合評価決定方式
(技術提案タイプ)

第1四半期 環境調査 本社

2
首都高速道路の事故分析・安全対策計画等の検討(平
成30年度)

－ 約14ヶ月
首都高速道路上で発生する交通事故等の経年的な傾向分析、事故要因分析及び安全
対策計画等の検討

総合評価決定方式
(技術提案タイプ)

第1四半期 交通調査 本社

3 高速道路の立入･逆走に関する検討(平成30年度) － 約14ヶ月
首都高速道路上で発生する立入、逆走事案等の発生要因分析、対策効果測定調査、
各種対策効果の検証及び対策の立案検討

総合評価決定方式
(技術提案タイプ)

第1四半期 交通調査 本社

4 料金マスタ作成業務 － 約24ヶ月 新規開通及び料金所再配置等に伴う料金マスタの作成
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
第1四半期 交通調査 本社

5 首都高速道路の道路案内標識表示検討(平成30年度) － 約14ヶ月
ネットワークの整備状況や関連法令の改正等を考慮した適切な目標地名や標識レイ
アウトの検討及び標識設置要領等改正案の作成

総合評価決定方式
(技術提案タイプ)

第2四半期 交通調査 本社

6 道路空間等の有効活用に関する検討(平成30年度) － 約12ヶ月
立体道路制度の適用拡大を踏まえ、首都高速道路の空間を有効的に活用する方策の
検討

プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第1四半期 計画調査 本社

7 環境施策の効果に関する分析(平成30年度) － 約12ヶ月
環境ロードプライシング割引の効果分析及びＰＡにおける急速充電器の利用状況調
査

総合評価決定方式
(技術提案タイプ)

第1四半期 計画調査 本社

8
ETCを活用した高速道路外の休憩施設等の導入検討(平
成30年度)

－ 約12ヶ月
ネットワーク型ＥＴＣ技術の試行運用を踏まえた今後の事業展開の可能性等の総合評価・分
析

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

第1四半期 計画調査 本社

9 交通量推計及び予測手法の調査研究(平成30年度) － 約12ヶ月
交通量配分モデルのさらなる合理性及び推計精度の向上のための検討を行うとともに、発展
的な配分モデルの構築に向けた検討

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

第1四半期 計画調査 本社

10 交通対策調査30-2-1（標識・区画線等検討） － 約12ヶ月
首都高速道路(東京東地区)における標識・区画線等の検討、サービス向上検討及び協議用
資料作成

総合評価決定方式
(技術提案タイプ)

第1四半期 計画調査 東京東局

11
都心環状線(竹橋・江戸橋JCT付近)の都市再生と連携し
た整備検討(平成30年度)

－ 約12ヶ月
都心環状線（竹橋・江戸橋ＪＣＴ付近）の都市再生と連携した線形、構造、地下埋設物移設等
の検討

プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第2四半期 計画調査 本社

12
都心環状線(銀座・京橋出入口付近)における沿道開発と
の一体的整備検討(平成30年度)

－ 約12ヶ月
都心環状線（銀座・京橋出入口付近）における沿道開発状況を踏まえた事業計画、
線形、構造・施工法等の検討

プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第2四半期 計画調査 本社

13
首都高速道路の将来ネットワークに関する検討(平成30
年度)

－ 約12ヶ月 将来ネットワークに関する路線計画、交通量推計、構造検討等
プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第2四半期 計画調査 本社

14
快適走行ビジョンの実現に向けた交通円滑化に関する
検討業務(平成30年度)

－ 約12ヶ月 「首都高快適走行ビジョン」にて選定を行った箇所について、渋滞発生状況分析・対策検討
プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第3四半期 計画調査 本社

15 対距離料金移行に伴う効果検証(平成30年度) － 約12ヶ月 新料金制移行に伴う交通状況の変化について、種々のデータを基に分析・効果検証
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
第3四半期 計画調査 本社

16
首都高速道路事業による整備効果分析及び事業評価資
料作成

－ 約15ヶ月 中央環状品川線を対象とした、B/Cの算出等、整備効果の整理及び事業評価資料の作成
プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第4四半期 計画調査 本社

平成30年度　発注予定調査・設計業務
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17
プローブデータを活用した高速道路ネットワーク有効活
用調査(平成30年度)

－ 約12ヶ月
プローブデータの特性を踏まえた上で分析を行い、首都高速道路ネットワークの有効活用調
査

プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第4四半期 計画調査 本社

18 将来交通量検討(平成31年度) － 約12ヶ月 将来ＯＤ表を用いた交通量の配分と分析・考察
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
第4四半期 計画調査 本社

19
大規模イベント実施時の交通管制に関する検討(平成30
年度)

－ 約10ヶ月 イベント実施時における効果的な交通運用、交通管制の検討
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
第1四半期 その他調査 本社

20 (高改修費)施工実態調査(平成30年度) － 約13ヶ月 高速道路の建設、維持修繕、改築工事等における施工歩掛等の調査・集計・分析 価格交渉方式 第1四半期 その他調査 本社

21 ＩＣＴ技術等を用いた工事安全管理検討業務 － 約12ヶ月
工事現場の安全管理にＩＣＴ技術を導入するための既存技術及び新技術の調査・比較評価の
実施、導入のための仕様決定の資料作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

第1四半期 その他調査 本社

22 (高改修費)安全管理に関する資料作成(平成30年度) － 約12ヶ月
土木工事安全衛生管理指針等の改定資料作成及び工事事故データベースの改良作業資料
作成

価格交渉方式 第1四半期 その他調査 本社

23
東京西地区プローブ情報等を活用した交通調査分析（平
成30年度）

― 約9ヶ月 民間プローブ情報等を活用した車両挙動分析や交通行動分析
プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第1四半期 その他調査 東京西局

24 (高改修費)公共事業労務費調査(平成30年度) － 約10ヶ月 公共事業等労務単価の調査・集計・解析及び産業廃棄物処理費等の調査 価格交渉方式 第2四半期 その他調査 本社

25 (高改修費)建設資材価格調査(平成30年度) － 約14ヶ月 建設資材の単価変動状況及び取引価格の調査
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
第2四半期 その他調査 本社

26
(高改修費)電気通信工事諸経費等実態調査(平成30年
度)

－ 約8ヶ月 電気通信工事の諸経費及び電気通信関係労務費等の調査
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
第2四半期 その他調査 本社

27
(高改修費)土木工事共通仕様書等改定に伴う資料作成
(平成30年度)

－ 約6ヶ月 首都高速の各種共通仕様書を改訂するために必要となる技術資料の収集・整理
総合評価決定方式

(業務体制確認タイプ)
第2四半期 その他調査 本社

28
(高改修費)電子納品等運用ガイドライン改定に伴う資料
作成

－ 約6ヶ月
電子納品等運用ガイドラインの改訂に向けた整理。電子納品等チェックシステムの構築に必
要となる要件の整理

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

第2四半期 その他調査 本社

29 将来の交通管制に関する検討(平成30年度) － 約18ヶ月 将来の交通管制システムのあるべき姿を検討
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
第3四半期 その他調査 本社

30
交通管制システムの情報提供サービス向上に関する検
討(平成30年度)

－ 約18ヶ月 交通管制システムを対象とした道路交通情報サービス向上に関する検討
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
第3四半期 その他調査 本社

31
長大トンネルの防災安全及び高度化に関する検討(平成
30年度)

－ 約18ヶ月 火災を伴う事故等の際の情報提供や避難誘導についての検討
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
第3四半期 その他調査 本社

32 (高改修費)工事検査書類作成(平成30年度) － 約12ヶ月
工事検査結果の分析、工事成績採点カードの整備、改善事例の資料整理、受注者アンケー
トの整理

価格交渉方式 第3四半期 その他調査 本社
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33
(修費)既設構造物等の補修・補強に関する技術資料作
成(平成30年度)

－ 約13ヶ月
劣化損傷がみられる既設構造物等（鋼構造物等）の補修・補強に関する技術資料作
成

プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第2四半期 橋梁設計 本社

34
(修費)既設構造物等の補修・補強に関する技術資料作
成(平成30年度-2)

－ 約13ヶ月
劣化損傷がみられる既設構造物等（コンクリート構造物等）の補修・補強に関する
技術資料作成

プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第2四半期 橋梁設計 本社

35
(修)コンクリート床版の補強補修に関する技術資料作成
(平成30年度)

－ 約12ヶ月 コンクリート床版用補強材料の補強効果に関する輪荷重走行試験及び技術資料作成
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
第2四半期 橋梁設計 本社

36 (修費)更新用剛性防護柵の車両衝突試験(平成30年度) － 約12ヶ月
首都高速道路の既設高架橋における更新用剛性防護柵に関する車両衝突試験及び技
術資料作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

第2四半期 橋梁設計 本社

37
(修)高架橋の耐震設計施工に関する技術資料作成(平成
30年度)

－ 約12ヶ月 既設の橋梁構造物の耐震性に関する検討及び技術資料作成
プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第3四半期 橋梁設計 本社

38
(修)基礎構造物の耐震に関する技術資料作成(平成30年
度)

－ 約12ヶ月 既設フーチング基礎等の耐震性に関する載荷試験、ＦＥＭ解析及び技術資料作成
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
第3四半期 橋梁設計 本社

39
(高改修費)舗装の設計施工に関する技術資料作成(平成
30年度)

－ 約12ヶ月 首都高速道路の舗装の耐久性向上に関する検討及び技術資料作成
公募型プロポーザル方式

(簡略手続タイプ)
第2四半期 道路設計 本社

40 景観向上対策に関する技術資料作成(平成30年度) － 約12ヶ月 首都高速道路における景観向上対策検討及び技術資料作成
プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第3四半期 その他土木設計 本社

41
パーキングエリア施設等に関する技術資料作成(平成30
年度)

－ 約12ヶ月 首都高速道路のパーキングエリア及び料金所に関する各種技術検討及び資料作成
プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第2四半期 建築設計 本社

42 (修費)将来長大橋梁ライトアップのあり方検討 － 約22ヶ月 首都高速道路に設置されている長大橋梁ライトアップのデザイン監修及び将来のあり方検討 価格交渉方式 第1四半期 電気設備設計 本社

43 (修)受配電設備他改修設計30-2-1 ― 約12ヶ月
首都高速道路(東京東地区)における受配電設備の統廃合・更新の検討、照明設備更新の検
討及び協議用資料作成

総合評価決定方式
(技術提案タイプ)

第1四半期 電気設備設計 東京東局

44 (修)電気設備改修設計30-3-1 ― 約12ヶ月 首都高速道路(神奈川地区)における電気設備改修設計及び検討
総合評価決定方式
(技術提案タイプ)

第1四半期 電気設備設計 神奈川管理局

45
電気通信設備点検データ等の利活用に関する検討(平成
30年度)

－ 約8ヶ月
電気通信設備の点検データ等を活用した障害発生予測モデルの精度向上に関する検
討

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

第2四半期 電気設備設計 本社

46 通信設備・交通管制設備高度化に関する技術資料作成 － 約12ヶ月
次期通信ネットワーク整備に必要な要件整理、機器仕様書案、及び次世代車両感知
器の検討に関する技術資料作成

プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第1四半期 電気通信設備設計 本社

47 基幹システムのセキュリティ指針に関する技術資料作成 － 約11ヶ月
基幹システム（ＥＴＣシステム、交通管制システム、施設防災システム等）のセ
キュリティ指針策定に向けた技術資料作成

公募型プロポーザル方式
(簡略手続タイプ)

第1四半期 電気通信設備設計 本社

48
(高改修費)電気通信設備の信頼性向上に関する技術資
料作成(平成30年度)

－ 約12ヶ月
首都高速道路に設置されている電気通信設備の信頼性向上に関わる技術資料収集及び各
種検討資料作成

プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第1四半期 電気通信設備設計 本社
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49
(高改修費)電気通信設備機能向上に関する技術資料作
成(平成30年度)

－ 約12ヶ月
首都高速道路に設置されている電気通信設備の機能向上等に関わる技術資料収集及び各
種検討資料作成

プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第2四半期 電気通信設備設計 本社

50
(高修費)機械設備の合理的運用等に関する技術資料作
成(平成30年度)

－ 約12ヶ月
首都高速道路に設置されている機械設備の運用等に関わる技術資料収集及び各種検討資
料作成

プロポーザル方式
(高度技術タイプ)

第2四半期
機械器具設置設備

設計
本社

※ 平成30年4月20日時点から追加・変更した案件 ： No.10、23、42、43、44


