
JACICはSCOPE（港湾空港建設技術サービスセンター）

と共同で、去る１月30日東京・有明にて、CALS/ECの

国内外における普及や高度化を目的とした「CALS/EC

国際シンポジウム」ならびに「CALS/EC MESSE2002

（展示会）」を開催いたしました。

シンポジウムでは、日本、米国、韓国、ベトナムの

４カ国の政府関係者の方々に、CALS/ECの取り組み

状況や経験に基づく知見をご紹介いただき、その後、

森川高行教授（名古屋大学大学院）をコーディネータ

として、パネルディスカッションを行いました。ディ

スカッションでは、データやシステムの標準化をベー

スにしてデータを多目的に連携活用するインターオペ

ラビリティ（相互運用性）を確保し、公共事業業務プ

ロセスの改善に生かしていくことの重要性が共通の認

識として指摘されました。また、人づくりや情報交換

を含めたCALS/EC分野での国際協力の重要性が確認

されました。

【プログラム概要】

◎主催者挨拶（JACIC 玉田理事長・SCOPE 川嶋理事長）

◎来賓挨拶（国土交通副大臣　月原茂晧氏）

◎講演

「国土交通省のCALS/ECの現状とこれから」

（国土交通省　技術調査課長　望月常好氏）

「データが鍵である」

（米国国防総省　チーフエンジニア　Jerry Smith氏）

「韓国における建設CALS/EC」

（韓国建設交通部 施設書記官　崔元圭氏）

「ベトナムにおける公共事業でのIT利用」

（ベトナム建設省IT委員会事務局長　Dang Kim Giao氏）

◎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」

CALS/EC MESSE2002（展示会）では、公共事業

全般にわたるCALS/EC導入の推進や建設産業におけ

るITの普及等を目的として、主催者展示ゾーン、出展

社展示ゾーン、CALS/ECシアター、ベンダーフォー

ラムの４つのゾーンを設けました。

主催者展示ゾーンにおいては、電子入札や電子納品

の体験コーナーなどを設置し、参加者の方々に

CALS/ECを体験する場を提供するとともに、地方公

共団体からの参加者を対象としたCALS/EC相談窓口

を開設しました。

出展社展示ゾーンでは56社の企業や業団体の出展、

ベンダーフォーラムでは、13社のベンダーの代表者に

より、各社のCALS/ECに対する取り組みや関連製品

の紹介がありました。

CALS/ECシアターにおいては、台湾営建研究院営
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JACIC NETアクセス数の推移を表に示しますが、

前年度は月２万件前後でしたが、今年度は月５万件を

超えるなど飛躍的な伸びを見せております。

メニュー別の利用状況を見てみますと、特に

CORINS検索が急増しており、全アクセス数の半数を

占めるまでに至っています。

次に伸びているのが、人事情報とニュース・お知ら

せであり、省庁再編に伴うデータ量の増が、アクセス

増加に繋がっていると考えられます。

また、発注情報は国土交通省直轄分がPPI（入札情

報サービス）へ移行するため、アクセス数が激減する

のではないかと心配されましたが、地方公共団体の発

注情報、中でも入札公告へのアクセス数が伸びており、

前年度並みをキープしています。

これらから、料金を定額制にしたことによって、皆

様が利用し易くなったこと、地方へ目が向いて来てい

ることなどがうかがい知れますが、より多くの皆様方

のご利用をお待ちしております。

（情報管理部　副参事　山本和史）

JACIC NET コーナー
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JACIC NETアクセス数増大

建自動・電子化センターの許センター長による自国の

建設ITの動向についての紹介や、岐阜県や各業界団体

より、それぞれのCALS/ECに関する取り組みを紹介

いただきました。

当日は天候にも恵まれ、シンポジウムに約500名、

展示会には約4,500名の参加者があり、展示会場は閉館

間際まで来場者でにぎわっていました。

なお、結果詳細につきましては、CALS/EC部ホー

ムページにも近日中に掲載する予定です。

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

（CALS/EC部　主任研究員　黒木秀一）

建設CALS/EC コーナー

北海道地方のCALS/ECの取り組み
アンケート調査によると北海道におけるCALS/EC

の理解度、建設ITの現状において他地域と比較しても

見劣りしない結果となっております。

国の発注機関である北海道開発局は、旧建設省、旧

運輸省、旧農水省が一つの組織となっており、以下の

実施スケジュールで一体的に推進を図っており、地方

公共団体においても、CALS/ECの推進について内部

で検討されています。

＊北海道開発局CALS/EC推進本部

平成13年８月27日設置（本部長：北海道開発局長）

平成13年９月３日推進本部会議（推進概要）

平成13年12月12日推進本部会議（推進詳細）

※「ゲートウェイ」への接続サービスは2001年３月に終了



２００２.３月号

・電子納品　

平成14年４月より業務の全てと、概ね2,5億円以上

の工事、平成15年１億円以上の工事、平成16年よ

り全ての工事

・入札情報サービス（PPI）

平成14年４月より開始

・電子入札

平成14年10月より60件程度、平成15年より平成14年

度の実施状況を勘案しながら全ての工事及び業務

＊北海道内でのCALS/EC講習会実施状況

講習会は建設業協会（11地区建設業協会）が中心

となり北海道展開しており、その他に種々の協会が

協会員の意識向上、技術力のアップ等を目的として

取り組んでおります。

・13年11月以降～14年３月までの講習会、説明会

（JACIC講師担当分）

北海道開発局主催１回（札幌市）

北海道建設業協会主催３回（札幌・旭川・帯広）

地方建設業協会主催４回（稚内・室蘭・函館・札幌）

民間会社主催４回（札幌・旭川・帯広・函館）

その他の協会等13回（札幌市等）

＊北海道地方センターの活動

北海道地方センターでは、パソコンによる電子入

札体験コーナーを設け、電子入札のミニ講習会も併

せて行っているので利用ください。

また、各地における受発注者への講習会等の講師

依頼も受けておりますので相談ください。

問い合わせ先

北海道地方センター

TEL.011-233-0511 FAX.011-233-0512

（北海道地方センター長　山中敏征）

JACIC便り

標準部は、１月31日（木）に開催された建設情報標

準化委員会コード小委員会（第４回）の中で「日本版

建設情報分類体系」策定への提案を行いました。将来

の統合データベース構築のためにも、基盤となる取組

みを、ということです。

この建設情報分類体系という考え方は、単に積算の

ための体系・資材の分類・工種の分類と言ったものに

留まらずに、建設事業のライフサイクルを通じて出て

くる（１）人・材料・機器などのリソース（２）それ

を使って行う関係者の作業（３）その結果出て来る構

造物に関するもの、すべてを網羅する体系です。

このような分類体系や、このような発想は今まで日

本に無かったものなので、非常に分かりづらいのです

が、欧米における建設分野の中では50年くらいの歴史

があります。すでにISOでもTC59の中で多くの議論が

されて来ました。ISO12006-2という形で発表されてお

ります。これを受けた形で英国・米国・北欧諸国では

それぞれの国内用にアレンジした体系を持っておりま

す。各国ともIT時代を迎えて、それらの分類体系をパ

ソコンで使い易いような形に修正しているところで

す。この辺の事情は標準部版「基本コードに関する欧

州・米国調査報告書」（標準図書館蔵

http://www.jacic.or.jp/hyojun/library.htm）に詳しく

まとめられています。

国土交通省のCALS/ECは2004年度直轄工事に関す

る一応の実現を見た後、さらに高度の次世代業務モデ

ルに対応した統合データベースの整備を引き続きチャ

レンジしていくものと思われます。この段階では他所

にあるサーバーにアクセスし、あるいは事業ステージ

を越えてファイルが自由に閲覧出来ることになります

が、この時期には、各事務所で電子データのライブラ

リー（情報の整理された束）が複数出来ている筈です。

現在電子納品された電子データ（CD-ROM）の活用に

関してのイメージだけは出来ていますが、その他の電

子データも無数に出て来まして、これらを整理するこ

とが非常に重要な業務になって来ると確信しておりま

す。そのあらゆる業務の電子データのライブラリーを

整理するのに、この分類体系が役に立つのではないか、

ということです。

この分類体系が出来ますと、今まで各所で作成され

た分類的なものはすべて、大きな傘の下で関連づけさ

れるようになります。建設分野全体の中で、個々の分

類自身の位置付けも明確になります。

多くの事務所や企業において、ライブラリーを構築

する時に、策定された建設情報分類体系を参考にして

頂くことになれば、これは建設分野全体の大きな財産

にもなると考えております。そのような未来にも通じ

る提案をまずさせて頂いたということです。

この提案は、皆様に理解され協力して頂けるように

なるまでには、少し時間が掛かりそうです。ひとつひ

とつ具体的なイメージを出しながら、建設情報分類体

系の実効性を検証しながら進めていくつもりです。ど

うぞよろしくお願いいたします。

（標準部主任研究員　河内　康）

建設情報分類体系への取り組み
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CORINS/TECRISのデータ提供サービス
現在CORINS及びTECRISでは、登録企業の皆様を

対象にして今までに登録した自社の実績データを提供

するCORINS/TECRISデータ提供サービスを行ってお

ります。本提供サービスで提供できる範囲は、自社が

登録したデータ及びJV工事の構成会社に自社の名前が

あるデータ（TECRISは除く）です。

本提供サービスは、CORINSには「工事実績一覧」、

「工事カルテ」及び「電子データ」の３種類が、

TECRISには「会社別業務一覧」、「業務カルテ」、「技

術者別業務一覧」及び「電子データ」の４種類があり

ます。「電子データ」はフロッピーディスク等で提供

し、それ以外のサービスは紙で提供します。各サービ

スの概要は以下のようになっております。

１）CORINSデータ提供サービス

①　工事実績一覧

CORINSに登録されている自社の工事実績デー

タを一覧表にして提供するサービスです。自社の

工事実績データのCORINSへの登録状況を知りた

い場合に有効です。

②　工事カルテ

工事実績データを工事カルテにして提供するサ

ービスです。「工事実績一覧」とは違い、工事単

位で提供しますので、工事の詳細な情報を得るこ

とができます。

③　電子データ

工事の詳細な情報（「工事カルテ」）を電子デー

タ（工事カルテデータファイル）で提供するサー

ビスです。電子データは、CORINS2000入力シス

テムの「JACIC提出用FD作成機能」で扱うファ

イルですのでCORINS2000入力システム（Ver.4.1）

に取り込むことが可能です。

２）TECRISデータ提供サービス

①　会社別業務一覧

TECRISに登録されている自社の業務実績デー

タを一覧表にして提供するサービスです。自社の

業務実績データのTECRISへの登録状況を知りた

い場合に有効です。

②　業務カルテ

業務実績データを業務カルテにして提供するサ

ービスです。「会社別業務一覧」とは違い、業務

単位で提供しますので、業務の詳細な情報を得る

ことができます。

③　技術者別業務一覧

各技術者の携わった業務実績データを一覧表に

して提供するサービスです。技術者が従事した業

務実績データのTECRISへの登録状況を知りたい

場合に有効です。

④　電子データ

業務の詳細な情報（「業務カルテ」）を電子デー

タで提供するサービスです。電子データは

TECRIS入力システムVer.4.0で扱うファイルです

ので「業務情報の外部データ取込」でTECRIS入

力システムVer.4.0に取り込むことが可能です。

CORINS／TECRISのデータ提供サービスに関わる

お問い合せについては、以下に示すCORINSセンター

及びTECRISセンターまでお願いします。

（CORINSセンター　副参事　西田陽一）
※JACIC NET会員のみ利用可能

CORINSセンター：TEL.03-3505-0411 FAX.03-3505-2665
TECRISセンター：TEL.03-3505-2973 FAX.03-3505-2974
※受付時間：平日（月曜～金曜）の9：00～17：00
ただし、土曜、日曜、祝祭日、その他JACICが定める休日
を除く
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「JACIC情報65号」を３月下旬発刊

JACIC通信

・特集「建設リサイクル」

平成14年５月に建設リサイクル法の完全施行をひか

え、循環型社会の形成に向けた建設廃棄物の分別解体、

再資源化に官民あげて本格的に対応する時代が幕開け

します。

わが国においては、経済発展に伴う生産および消費の

拡大、生活様式の多様化および高度化による住宅・社会

資本の整備および更新等に伴い、建設資材廃棄物の排出

量が増大しています。その一方で、廃棄物の処理施設の

確保はこれまでにも増して困難なものとなってきてお

り、最終処分場が逼迫しつつあるほか、建設資材廃棄物

の不法投棄が全国で多く見られるなど、建設資材廃棄物

の処理をめぐる問題が深刻となっています。

また、主要な資源の大部分を輸入に依存しているわ

が国にとって、これらの廃棄物から得られる資源を有

効に利用していく事が求められているところです。

このような状況の中で、わが国における生活環境の

保全と健全な経済発展を長期的に確保するためには、

発注者・受注者など関係者の適切な役割分担の下で、

再生資源の十分な利用および廃棄物の減量を図ってい

くことが重要となってきています。

JACIC情報では、「建設リサイクル」をテーマとし

て、公共事業におけるゼロエミッション推進をはじめ

とした建設リサイクルに関する国土交通省での取り組

みの現状と今後の展開、地方公共団体や建設業界等で

の取り組み事例を紹介いたします。

JACIC情報のご購入および定期購読される方は、当

センターまでご連絡下さい。また、平成14年度JACIC

情報モニターを募集したします。詳しくは65号のイン

フォメーションのコーナーをご覧下さい。

(定価：1,050円/冊（税込み）＋送料)

（企画調整部　参事　徳重政志）

近年の急速なコンピュータダウンサイジング、情報

ネットワークの普及により、GISで対象となる各種の

地理情報に加え、年々高精度化している人工衛星を用

いた衛星データの建設分野への利活用化に対する需要

が飛躍的に高まってきています。

また、衛星データの観測収集、検索、編集、利用等

についての研究開発は学術分野にあっては30年近い経

緯を有するとともに、衛星データは湖沼やダム、海域

等の水質環境監視、広域の植生調査、都市環境調査、

国土防災に代表されるような国土管理のための状況把

握と対策の立案等に不可欠な情報源として認識される

ようになってきています。衛星データが多種多様化し、

空間分解能が向上するとともに、それらを活用する環

境やデータ処理・解析方法、解析結果の表現形態、解

析精度等に関するユーザーニーズも大きく変化しつつ

あります。

本書は、以上の背景を踏まえ人工衛星から得られる

地球観測データの使い方について、当センターの機関

誌「JACIC情報」の第55号から第61号で掲載しました

記事に最新情報を加えるなど一部加筆修正して取りま

とめたものです。衛星データを今後実務に取り入れよ

うとする技術者にとって待望の図書と言えるでしょ

う。

本書のお申し込みに関するお問い合わせは、企画調

整部までお願いいたします。定価は2,600円／冊（税抜

き）です。

（企画調整部　参事　徳重政志）

「人工衛星から得られる地球観測データの使い方（仮）」近日発刊

刊行物のご案内
●CD-ROM版JACIC情報

JACICは、時代を読む・未来を読む建設情報誌とし

て「JACIC情報」を年４回発刊し、最新の建設関連情

報や多様化する建設分野の動向を紹介しています。

CD-ROM版JACIC情報は、創刊号から第59号までの

記事を１枚のCD-ROMの収めたものです。バックナン

バーとして最適です。１枚8,400円（税込み）で販売中

です。お求めは、企画調整部刊行物係までお願いいた

します。

●第３回建設情報研究所研究発表会資料集

JACICは、平成11年から建設情報研究所の活動状況

や研究助成事業の成果についての発表会を開催してい

ます。

第３回研究発表会は去る平成13年11月14日に開催し

ました。研究発表会では下記のような内容が発表され、

１冊の資料集に収めています。この資料集をご希望の

方には、無料にて送付させていただきますので、担当

までご連絡ください。
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JACIC news   平成14年3月1日発行　第三種郵便物認可

１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】

16日　扇国土交通省大臣とゲソ フランス共和国設備・運輸・住

宅大臣との会談について（結果概要） （総合政策局）

21日　電子入札コアシステム対応認証局の募集について

（大臣官房）

28日　「東京都心における首都高速道路のあり方委員会」第３

回　委員会の概要について （道路局）

【地方建設情報】（北海道－中部）

11日　秋田県田沢湖の水辺環境改善について ［東北地整］

17日　平成13年度　国土交通省PFIセミナーの開催について

［関東地整］

23日　祝！岡崎合同庁舎が完成 ［中部地整］

【地方建設情報】（近畿－沖縄）

11日　近畿地方整備局初の電子入札による入札の実施について

［近畿地整］

22日　大蔵海岸陥没事故調査小委員会の指示よる現地調査が実

施されました ［近畿地整］

30日　淀川水系河川整備計画の策定に向けて「淀川水系流域委

員会」を開催 ［近畿地整］

【公募情報（国・公団等）】150件

【公募情報（地方公共団体）】227件

JACIC news 2002年２月号の「インターネット博覧会（通称：インパク）閉幕　建設博物館　－より良い暮らし

の場を求めて－へのお誘い」の記事の中で、「建設博物館」のURLをお知らせしましたが下記のように訂正いたし

ます。

このURLは３月１日より有効となります。現在までのインパクのアドレスをお気に入りやブックマークに登録さ

れていた方は、変更をお願いいたします。

今後も建設博物館への訪問や投稿をお待ちしております。

建設博物館のURL

誤　http://www.jacic.or.jp/c-museum/

正　http://www.c-museum.jacic.or.jp/

（企画調整部　参事　徳重政志）

訂正とお願い

§１．JACICの業務概要および今後の展開

§２．各部研究課題

（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

（１）首都圏の水資源管理と水運用情報に関する

研究　　　（前橋工科大学　教授　土屋十圀）

（２）情報公開型の都市計画支援データベースの

開発　　　　（宇都宮大学　教授　古池弘隆）

（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

（奈良大学　教授　碓井照子）

（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

（群馬高専　講師　北原武嗣）

（企画調整部　参事　徳重政志）


