
明けましておめでとうございます。

皆様には、日頃私どもJACICの業務に対しまして一

方ならぬご理解、ご協力を賜り、誠に有難うございま

す。

さて、私たちは21世紀の新しい幕開けを迎え１年が

経過しました。建設分野の情報化の一翼を担う私ども

JACICの役職員一同は、新年の決意を新たに、積極的

に活動して参りたいと思います。

JACICの業務についていくつか述べさせていただき

ます。

まず「JACIC NET」につきましては、2001年には、

在来のJACIC NETの内容を大幅に見直し、建設分野

の情報に関する総合的な案内所の機能を持つ「建設ポ

ータルサイト」に衣替えしましたが、なお一層の充実

を図ってまいります。

「建設CALS/EC」につきましては、国土交通省直

轄事業における「電子納品」「入札情報サービス（PPI）」

「電子認証が組み込まれた電子入札」等の着実な実施

を支援するとともに、地方への普及促進を図ります。

また、社会資本の建設維持管理のライフサイクルにわ

たる諸事業の適正化をめざした共有統合データベース

の構築に取り組んで参ります。

入札 ･契約業務を支援するために構築した

「CORINS,TECRIS」につきましては、着実にデータベ

ースとして充実してきており、現在ではおおよそ６万

社の皆様のご利用をいただいております。施工実績の

登録をはじめ、これに関するお問い合わせなどは、全

国９箇所のJACIC地方センターでお受けしております

ので、引き続きご利用をお願いいたします。

地方自治体向けの「新土木工事積算システム」につ

きましては、現在、着実に普及しつつあります。この

システムは、対話方式で設計書が組めるほか、基準の

改訂に速やかに対応できるうえ、省力化が可能なもの

となっております。自治体の皆様方のさらなるご活用

を期待しております。

「建設副産物情報交換システム」につきましては、

公共事業分野において貴重な資源の再利用を促進し、

循環型の資源利用に寄与しようとするものでありま

す。平成13年８月よりの試験運用を踏まえて全国運用

する予定です。今後とも、この目的に沿い、情報交換

システムの充実を図って参ります。

「地理情報システムGIS」は、これを活用すれば、

公共施設の建設、管理の効率性、確実性、総合性を格

段に向上させ得るものであります。JACICといたしま

しては、公共事業部門へのGISの普及に積極的に取り

組んで参ります。

私たちの業務が情報化して行くにあたり重要なこと

は、情報を容易に交換できること、そして確実に共有

できることであります。このためには、システムやソ

フトウェアのための標準が必要であります。JACICは、

情報の「標準化」という大きな課題に取り組んでまい

りますので、引き続き会員の皆様のより一層のご指導

とご支援をお願いいたします。

情報化の進展・変化には激しいものがありますが、

JACICとしては、今後とも、時代の変化に対応した情

報システムの研究開発、建設情報の提供、情報化の啓

蒙・普及等を積極的に推進し、これらを通じて、「IT

による公共事業の革新」に寄与したいと存じます。

終わりに、皆様の益々のご健勝とご繁栄を祈念いた

しまして、西暦2002年、平成14年の新春のご挨拶とさ

せていただきます。

（理事長　玉田　博亮）
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新年のご挨拶

ニュースと解説

理事長

玉田 博亮
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10月１日より国土交通省の電子入札が本格的に運用

開始されています。初めての電子入札による開札は11

月13日に実施されました。扇国土交通大臣が、予定価

格の入力のほか、開札、落札決定などの操作を行いま

した。電子入札システムの導入は、透明性・競争性向

上による公共事業費のコスト縮減に寄与するものと期

待されています。

（企画調整部長　高島　一彦）

CALS/ECコーナー

電子入札による国土交通省初の『開札』
扇国土交通大臣自ら操作

JACICでは、(財)港湾空港建設技術サービスセンタ

ー（SCOPE）と共同で、１月30日（水）に東京・有

明のTFTホールにてCALS/EC国際シンポジウム及び

CALS/EC展示会を開催します（12月号にて既報）。国

際シンポジウムでは、公共事業のIT化やCALSなどに

積極的に取り組んでいる日本、米国、韓国、ベトナム

の４カ国の政府関係者をお招きして成果共有の可能性

や、今後の方向性について講演、討議していただきま

す。

～CALS/EC国際シンポジウムプログラム～

１．来賓挨拶 国土交通省 副大臣　泉　信也 氏

２．講演

◎基調講演

「国土交通省のCALS/ECの現状とこれから」

国土交通省大臣官房 技術調査課長 望月 常好 氏

◎事例紹介１

「韓国における建設CALS/EC」

韓国建設交通部 技術政策課長 Won-Gyu CHO 氏

◎事例紹介２

「公共事業における業務プロセスの見直しと情

報化～インターオペラビリティ（相互運用性）

の重要性～」

米国国防総省 国防情報システム局 IT標準化センター

チーフエンジニア Jerry SMITH 氏

◎事例紹介３

「ベトナムにおける公共事業でのIT利用」

ベトナム建設省 建設IT運営委員会

事務局長 Dang Kim GIAO 氏

３．パネルディスカッション

テーマ「ITによる公共事業の革新および日本の

CALS/EC成果の共有の可能性」

コーディネータ

･･･名古屋大学大学院教授 森川 高行 氏

パネリスト･･･上記講演者

都合によりプログラム内容が変更になる場合があり

ますので、予めご了承ください。シンポジウムの参加

申込要領は次のとおりです。

・参 加 料　5,000（円/人）

・申込締切　2002年1月23日（水）

・お申込・お問い合わせ先

CALS/EC国際シンポジウム運営事務局

（プロプラン内）

Tel 03-5348-5881  E-mail:cals@proplan.co.jp

なお、上記シンポジウム会場と隣接してCALS/EC

の最新の技術や事例をご紹介する“CALS/EC

MESSE 2002”（入場無料）を同時開催します。電子入

札体験コーナーなども予定しておりますので是非御来

場下さい。詳しい情報やお申込は、下記ホームページ

をご覧下さい。

http://www.cals.jacic.or.jp/event.htm

（CALS/EC部　主任研究員　黒木　秀一）

CALS/EC国際シンポジウム/展示会のご案内
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標準部では、皆様に「標準」についての理解を深め

ていただくよう、機会あるごとに本欄で標準について

の豆知識を掲載して来ております。

本号では、同じく標準と言っても国際標準から社内

標準まで適用範囲に大きな差があることや、それら相

互の関係をご理解いただきたいと思います。

（標準部　首席研究員　冨田　宏）

適用範囲による標準の分類

JACIC便り

分類�

国際標準� ISO標準、IEC標準�

JIS（日）、ANSI（米）�

電子情報技術�

産業協会�

（各種社内規定など）�

CEN標準�
※（ヨーロッパ19ヵ国）�

全世界の国 に々解放されている国際標準化機

関によって採択され、全世界に適用する標準。�

欧州等の一部地域内の組織により制定・運用

される標準。�

国家または国内標準化機関として認められた

団体によって制定され全国的に適用される標準。�

国内の事業者団体、学会等によって制定され、

原則としてその団体構成員の内部において適

用される標準。その多くは国内標準を補完す

る役目を持っている。�

一つの企業の内部で、その企業活動を効果的

かつ円滑に遂行するための手段として、社内

の関係者の合意によって取り決められた標準。

最近は、その企業に関係する外注工場・関連

工場まで効力を有するものがある。�

地域標準�

国内標準�

団体標準�

社内標準�

内容説明� 代表例�

※CEN:European Committee for Standardization

インプット�
（貢献）�

インプット�
（貢献）�

適
用（
恩
恵
）�

国際標準�
�
�
地域標準�
�
国内標準�
�
団体標準�
�
社内標準�

各標準の関係

第３回建設情報建設研究所研究発表会を去る11月14

日（水）に開催しました。

当日は、193名という多くの方々にご出席をいただ

きました。心より厚く御礼申し上げます。

研究発表会では下記のような内容が発表され、皆様

のJACICに対するご理解が一層深まったものと信じて

おります。

§１．JACICの業務概要および今後の展開（各部）

§２．各部研究課題（11課題）

（1）情報管理部

①建設業界のIT化現況調査

（2）標準部

①米国電子調達標準化実態調査報告

②建設情報標準化の位置付けに関する

実態調査報告

（3）研究第一部

①自治体版機械設備工事積算システム

の開発に関する研究

②河川管理へのUAVの活用検討につ

いて

③水害統計調査支援システムの研究に

ついて

（4）研究第二部

①建設副産物情報交換システムの開発

②成果物電子納品・保管管理システム

の開発

（5）研究第三部

①建設GISの開発

②GISデータブック（インターネット

版）の改良

（6）CALS/EC部

①CADデータ交換標準（SXF）につい

て

§３．平成12年度研究助成事業成果報告（４題）

（1）首都圏の水資源管理と水運用情報に関

する研究

（2）情報公開型の都市計画支援データベー

スの開発

第３回建設情報研究所研究発表会を開催
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JACIC NETについてのお問い合わせ・ご意見等はお気軽に当センターにご連絡ください。
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11月のニュースから ニュースの詳細については、JACIC NETの「掲示板」の「今日のニュース」を
検索していただくと記事内容が表示されます。

【建設行政ニュース】
14日　『首都機能移転パンフレットの配布について』（国土計画局）
15日　大江戸線全線開通ケースから見た　バリアフリーの社会的効

果に関する調査について（結果公表） （総合政策局）
29日　「道路の移動円滑化整備ガイドライン（基礎編）」の策定につ

いて （道路局）
【地方建設情報】（北海道－中部）
22日　「東京外かく環状道路（関越道～東名高速）計画のたたき台」

に関するご意見について ［関東地整］
27日　IT時代にふさわしい関東広域の情報ネット、システム、サー

ビスを共同検討する民間・公共のパートナー募集［関東地整］
28日　公共事業試行対策東北地方協議会資料について ［東北地整］
【地方建設情報】（近畿－沖縄）
８日　「建設技術展2001近畿」の開催内容決定について［近畿地整］
15日　淀川水系河川整備計画の策定に向けて ［近畿地整］
26日　平成13年度「くらしと技術の土木展」の開催について

［四国地整］
【公募情報（国・公団等）】141件
【公募情報（地方公共団体）】288件

政府主催のインパクが平成13年12月31日に１年間の

会期を終え閉幕しました。JACICは、このインパクに

『建設』に関する展示とコミュニケーションのための

サイトを設営しました。この間に多くの皆様から、延

べ11万余のアクセスをいただきました。ここに御礼申

し上げます。詳細の報告につきましては、来月号に掲

載いたします。

なお、１年間設営しましたホームページについては、

コンテンツのリニューアルをして継続する方向で検討

中です。

（企画調整部　参事　徳重　政志）

（3）GISを利用した障害者対応型リスクヒュ

ーマンナビゲーションとバリアフリー

デジタルマップの作成・更新の研究

（4）地理情報システム（GIS）を用いた確

率・統計的耐震性評価システムの開発

当日に使用しました資料集は、出席者はもとより、

賛助会員の皆様には送付させていただいております。

なお、資料集をご希望の方につきましては、数に限

りはございますが送付させていただきますので、担当

までご連絡ください。

（企画調整部　参事　徳重　政志）

インターネット博覧会（通称：インパク）閉幕

建設技術研究開発の基本方針、技術開発に関する諸

制度、技術管理の最新情報、入札・契約制度、コスト

縮減、積算関係、建設技術開発、技術管理業務等を分

かりやすく説明した「2001建設技術ハンドブック」が

発刊となりました。

省庁再編に伴い建設省が国土交通省となりました

が、本誌は、これを踏まえた編集となっています。１

冊1,050円（消費税込み、送料別）です。お申し込みは

当センターまでお願いいたします。

（企画調整部　参事　徳重　政志）

2001建設技術ハンドブック発刊

JACIC通信


