
平成14年度事業計画は、６月29日開催の理事会におい

て次のように決まりました。

JACICは設立以来、ITとその普及状況を踏まえて官民

との連携を図りながら建設分野の情報化を進めるため、

情報システムの研究開発、建設情報の提供、情報化の啓

発・普及等諸事業を展開してきました。

今後、情報化の企画提案、各事業主体の情報化支援、

情報化に不可欠な情報標準等のインフラ整備、ニーズに

適応した情報提供等がますます重要と見込まれることか

ら平成14年度においては、

・建設関係の各種情報に係る分類の標準化

・GISを活用した情報共有の標準等の作成

・技術の情報化に優れた基礎言語であるXMLの利用企

画

・次期積算システムのモデル開発

・河川関連情報や地盤情報の流通や活用に関する検討

・CORINSの少額工事への拡大

・建設副産物情報交換システムの全国を対象とした本

格運用の開始

・事業の業務プロセスの見直し（BPR）に向けた情報

共有環境の整備

・ホームページの動画配信を含む配信情報の充実

・電子入札システムの乱立を防止するためのコアシス

テムの開発提供、及びその国際標準化活動等を行う

こととしました。

また、国等が進めるCADデータ交換標準の高度化及び

電子入札の対象案件拡大をはじめとするCALS/ECの普及

や各種情報化について受託して支援するとともに、

CALS/ECの普及を図るためにCALS/ECエキスパート等

の活用、地方公共団体職員研修の受入れを図ります。

さらにこれら業務を円滑に執行するための体制の強化、

ISO9001：2000の認証取得を目指した準備等を進めます。

その具体的内容は，次のとおりです。

１．調査研究開発事業

（１）建設情報システムのシステム設計に関する調査研究

１）建設情報の標準化の研究開発

ａ）XMLに関する調査

ｂ）電子地図を活用した建設情報の連携に関する研究

ｃ）CAD交換標準に関する研究開発

２）積算システムの研究開発

JAVA，XMLを活用した土木工事積算システムの

構築に関する研究

３）GIS（地理情報システム）の研究開発

ａ）国土マネジメントのための情報技術の研究開発

ｂ）河川業務支援システムの研究開発

ｃ）道路業務支援システムの研究開発

ｄ）防災情報システムの研究開発

４）CALS/ECに関する情報システムの研究開発

ａ）入札情報提供システムの拡充

ｂ）電子入札コアシステムの開発・提供

ｃ）受発注者間の情報共有システムに関する調査研究

５）技術情報システムの研究開発

ａ）地方整備局技術情報システムの研究開発

ｂ）地域整備情報システムの研究開発

６）建設資材関係調査の実施

ａ）主要建設資材の需要予測

（２）建設情報システムに必要な機器に関する調査研究

１）レーザースキャナーを利用した流域標高データ整

備手法の研究開発

２）国土管理のための高分解能人工衛星写真活用技術

の研究開発

（３）建設情報システムに必要なソフトウェアに関する調

査研究

１）CAD交換ファイルに関する研究開発

（４）建設情報システムの普及促進事業

１）建設情報システムの開発成果の普及促進

ａ）自治体版積算システムの普及促進

ｂ）LGWANを利用した電子入札実証実験環境の提

供

２）CALS/ECの普及

（５）建設情報システムに関する資料その他の情報の収集

及び提供

１）建設分野の情報化の現状に関する調査

（６）建設情報に関する国際協力の推進

１）海外建設資材情報の提供

２）国際建設交流に関する情報システムの整備

（７）建設情報システムに係る研究

１）研究助成事業の実施
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２．広報事業

（１）建設情報の提供の円滑化に資する事業

１）出版事業

ａ）建設情報関係図書の発行

ｂ）広報誌の発行

２）広報事業

ａ）講習会等の開催

ｂ）出版物による広報

ｃ）動画配信を含むJACICホームページの運営

ｄ）展示会への出展

３）RCCM資格試験受験準備講習会の開催

４）CALS/ECエキスパート及びインストラクター資格

の認定

３．建設情報提供事業

（１）建設情報の収集、加工、蓄積及び提供

１）「JACIC NET」等オンラインによる情報提供

２）工事実績情報サービス（CORINS）による情報収

集及び提供

３）測量調査設計業務実績情報サービス（TECRlS）に

よる情報収集及び提供

４）発注者支援データベース・システム（JCIS）によ

る情報提供

５）建設副産物情報交換システムによるサービスの提

供

６）建設発生土情報交換システムによるサービスの提

供

７）入札情報サービス（PPI）の運営支援

８）インターネット版GISデータブックの運営

９）都市地域１/2 ,500地図データベース（JACIC

TOWN）の整備・提供

４．電子入札支援事業

電子入札システムの運営管理により、国土交通省の電

子入札を支援する。

５．審査証明事業

建設技術審査証明事業を実施するとともに、「建設技術

審査証明協議会」会員が実施した審査証明技術の広報を

行う。

（企画調整部長　高島一彦）

CORINSの市区町村発注機関への普及と「公共工事の

入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の趣旨に沿

った運用とすることを目的に、CORINSの対象工事を現

行の「請負金額2,500万円以上」から「請負金額500万円以

上」に拡大します。請負金額500万円以上2,500万円未満の

登録受付は平成14年10月１日から、「簡易CORINS」のリ

リースは平成15年２月１日からの予定です。以下に

CORINS対象工事拡大の素案について説明します。

◇請負金額2,500万円以上と未満の登録の違い

現行の請負金額2,500万円以上のCORINSと請負金額

2,500万円未満のCORINSは、下表のとおり登録について

異なった運用とする予定です。

◇CORINS検索システム

公共工事発注機関が活用する「CORINS検索システム」

は、現行通り「直接提供方式」と「検索提供方式（Web

版検索システム）」の２方式があります。２方式のそれぞ

れに「詳細CORINS」と「簡易CORINS」の２つのデータ

ベースを提供します。以下に「詳細CORINS」と「簡易

CORINS対象工事の拡大

請負金額�2, 500 万円以�上� 請負金額�2, 500 万円未�満�

対象範囲� 全国の公�共工事�
対象金額� 請負金額�2, 500 万円（�税込み�）以上� 請負金額�500 万円（税�込み）�以上�

2, 500 万円（税込�み）未�満�
登�録�の�ﾀ�ｲﾐﾝ�ｸﾞ� 受注時，�途中変�更時，�竣工時� 竣工時の�み（受�注時，�途中変�更時は�登録不�可）�
ﾃ�゙�ー�ﾀ�収集�項目� 「一般デ�ータ」�と「技�術デー�タ」�

　　（※�１）　�　　　�（※２�）�
「技術デ�ータ」�はなく�、�「�一般デー�タ」�も�2, 500
万円以上�に比べ�て項目�を限定�

登録料金� 受注時�  ：�5,000 円　　途�中変更時�：�3,000 円�
竣工時　�：�5, 000 円　　�訂正手�続き：�3,000 円�

竣工時　�　：�3, 000 円�
訂正手続�き：�2, 000 円�

過去工事�の�
無料登録�

平成�11 年�4 月�1 日～平�成�14 年�9 月�30 日の間�
に着工し�た工事�につい�て、平�成�14 年�10 月�1 日�
～平成�15 年�4 月�30 日�の間に�登録受�付があっ�た�
工事は登�録料無�料。�

入力シス�テム� 新たに開�発を行�う�「�CORIN S 入�力シス�テム�（�Ver.5.0）�」で�、�請�負�金�額�2,500 万円以上�と未満�の両方�
の登録デ�ータ作�成が可�能。�

　　（※�１）一�般デー�タ：工�事件名�、請負�金額、�工期、�発註機�関などを�特定す�るため�の情報�。�

　　（※�２）技�術デー�タ：施�工延長�や面積�などの�工事規�模、工�事難易度�を知る�ための�数値等�の詳細�情報。�
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CORINS」の特徴を示します。

【詳細CORINS】

詳細CORINSは、現在公共工事発注機関に提供してい

るデータベースそのものです。簡易CORINSに比べ、保

有情報が詳細となりますので「詳細CORINS」と名付け

ました。以下の特徴があります。

①竣工時情報により建設会社の類似工事実績の確認が

できます。

②施工中の工事情報も蓄えていますので「建設会社の

手持ち工事量」や「技術者の専任配置状況の確認」

ができます。

③施工時情報は技術データ（施工延長、施工面積など

工事の規模を表す数値データや、工事難易度を表す

データなど）も蓄えていますので、より詳細な工事

情報を得ることができます。

④蓄積データは請負金額2,500万円以上の工事実績情報

です。請負金額500万円以上2,500万円未満の工事実績

情報は蓄えていません。

【簡易CORINS】

簡易CORINSは、「請負金額500万円以上2,500万円未満

のCORINSデータ」と「請負金額2 ,500万円以上の

CORINSデータから請負金額500万円以上2,500万円未満の

CORINSが収集しているデータ項目を抜粋したデータ」

で構築したデータベースです。詳細CORINSに比べ、保

有情報が簡易ですので「簡易CORINS」と名付けました。

以下の特徴があります。

①請負金額2,500万円以上の工事実績情報を含め、請負

金額500万円以上のCORINSとして収集している工事

を全て蓄えています。

②蓄積データは竣工時データだけですので、建設会社

の類似工事確認はできますが「建設会社の手持ち工

事量」や「技術者の専任配置状況の確認」はできま

せん。

③技術データは蓄積していませんので、施工延長など

数値データを工事カルテに表示することも検索条件

として使うこともできません。

（CORINSセンター　参事　各務誠一）

発注機関に提供する詳細CORINS・簡易CORINSの構成

2,500万円以上�

2,500万円未満�

詳細CORINS
・受注時�

     ・途中変更時�
・竣工時�

簡易CORINS
　　    ・竣工時�
　　�

・竣工時登録のみ�
・2,500万円未満の項目に限定�

技術データ�一般データ�

データの内容�

２５００万円�
以上�

５００万円�
以上�

２５００万円�
未満�

詳細CORINS

簡易�
CORINS

JACICでは、これまでCADデータ交換標準・SXFの開

発を進めてまいりましたが、このほど、国土交通省の電

子納品用のCADデータ交換フォーマットとして、SXFが

正式に採用される見通しとなりました。３月に行われた

パブリックコメントのプロセスを経て、平成14年度改訂

予定の『CAD製図基準（案）』において、「CADデータ交

換フォーマットは原則としてSXF（P21）とする」と明記

される予定です。

現在公開されている『CAD製図基準（案）』（平成13年

８月）では、CADデータ交換フォーマットについての指

定はなく、「受発注者間双方で協議の上決定する」という

規定になっております。ただし解説に、「国際標準

（STEP/AP202:ISO10303）に準拠したCADデータ交換フ

ォーマットを開発しており、準拠した市販ソフトが普及

した段階で本基準（案）を変更する予定である」と記載

されており、SXFが採用されるためには、対応ソフトウ

ェアの普及がカギとなっていました。

CADデータ交換標準・SXFは、CADデータ交換標準開

発コンソーシアム（平成11年３月～平成12年８月）とそ

の活動を引き継いだ建設情報標準化委員会のCADデータ

交換標準小委員会において、国際規格であるISO

STEP/AP202に準拠しつつ日本の建設分野で実用的に使

える標準フォーマットとして策定されたものです。昨年

度は、コンソーシアムでの試行バージョンであったSXF

Ver.1.0に改良を加えた実用バージョンであるSXF Ver2.0

がリリースされ、あわせて市販ソフトの普及を推進する

ための開発ツール（共通ライブラリ）の整備が行われて

きました。そして、昨年末の時点での市販CADベンダー

へのアンケートでは、今年の５月までに41社がSXF対応

CADを販売する予定である旨の回答を得ました。

このようなSXFの市場での普及状況を踏まえて、今年

度からCAD製図基準の標準フォーマットとしてSXFが採

用されることになったわけです。ただし、今年度につい

CADデータ交換標準・SXFが電子納品フォーマットに採用

建設CALS/EC コーナー
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JACIC便り

日本道路公団の道路データモデル　～　JHDM
－ XMLコラム【第４回】－

今回は建設業界におけるXMLの事例紹介として、日本

道路公団の道路データモデルであるJHDM（Japan

Highway Data Model）を取り上げます。JHDMは、高速

道路の建設および維持管理を効率的に行うための業務プ

ロセス間での電子データの交換・共有を目的とする道路

データモデルです。JHDMの仕様検討を行うため、（財）

高速道路技術センターが事務局となって平成13年度より

「道路事業におけるデータ交換仕様検討委員会」（通称：

COSDAM）が設置されており、検討・開発が進んでいま

す。

データモデルというのは、道路の設計・施工に必要な

データ仕様の集合のようなもので、汎用性があるように

作られたものです。特定の条件（道路幅とか場所の条件

とか）を入れると、その解（図面とか数量計算とか）が

得られるものというイメージです。今年度見直された国

土交通省アクションプログラムの中でも「プロダクトデ

ータによる電子納品」という言葉が始めて出てまいりま

したが、同じような所を目指しているものと思われます。

この部分においては、日本道路公団の取組みは国土交通

省よりも進んでいるということです。

このJHDMの開発特徴が、交換データのフォーマット

としてXMLを採用しているということです。まず道路構

造モデルを作成し、そのモデルを「XMLスキーマ」と呼

ばれるものに展開し、XMLスキーマをCADなどのソフト

ウェアが実装してXMLファイルを入出力するという方法

で開発を行っています。XMLスキーマにブレークダウン

するという開発手法は、現在データ交換仕様開発の主流

になりつつあります。ここまで来るとCADの世界も電子

地図の世界も統合的に一つのベース（XML）の上でデー

タ交換されるようになってまいります。図を参照して下

さい。モデルを利用することとデータを交換することは

別の概念ですが、データを交換するためにＸＭＬが活用

されています。そして、その手法はいわゆる「DTD」で

はなく「XMLスキーマ」であるということになります。

これが革新的な点といえます。ＸＭＬスキーマは分野ご

とに違う仕様のものが必要になります。

COSDAMでは、今年度道路土工と橋梁についてJHDM

の実証実験を行う予定とのことです。JHDMは、JACIC

が取り組んでおりますCADデータのSXFレベル４の開発

と関連の深いデータモデルです。そのため今後もお互い

に情報交換を行いながら双方の開発を進める必要がある

と思われます。

（標準部　XMLチーム）

建設情報標準化委員会（委員長：中村英夫 武蔵工業大

学教授）は、６月７日第５回目を開催し、標準化作業が

当初計画通り順調に進んでいることを明らかにすると共

に、ここで策定された標準・基準類が、国土交通省に採

用されたり、国際会議で認知された等の成果を発表しま

した。会議の審議内容は以下の通りです。

１．活動状況

・活動体制

本委員会の下に、４小委員会、９WG、７サブWG

を設置。参加メンバーは、延べ231名に及びます。

（４小委員会：コード、電子地図/建設情報連携、成

果品電子化検討、CADデータ交換標準）

建設情報標準化委員会（第５回）開催

てはCADベンダー及びユーザーの双方が十分に対応でき

るよう猶予期間を設けており、平成14年度に限りSXFで

の納品が困難な場合には受発注者間双方での協議の上フ

ォーマットを決定できることになる予定です。

なお、SXFには国際標準に準拠した正式フォーマットで

あるp21と、簡易的なフォーマットであるsfcという２種類

のフォーマットがありますが、今回『CAD製図基準（案）』

に採用されるのは、p21フォーマットです。

SXFの開発に着手して３年、今回の電子納品要領での

採用によって、国際規格に基づいて電子納品のための

CAD標準フォーマットを開発するという当初の大きな目

標が達せられたことになります。これまでSXFの開発に

ご参加いただいた多くの関係者の皆様方のご尽力に改め

て感謝する次第です。一方、実務での活用という観点か

ら見れば、まさに新たなスタート地点。今後ともご支援

のほど、よろしくお願いいたします。

（CALS/EC部　主任研究員　溝口直樹）



・活動概要

本委員会で策定し昨年８月公表した「建設情報標

準化推進計画（３ヵ年計画）」の初年度を、延べ87回

の会議を開催する等の精力的な活動により計画通り

遂行し、２年度目に入っております。

２．主要なテーマの取り組み状況

・建設情報標準分類体系の検討

建設分野において、電子データが円滑に流通し統

合的に利用できる環境を築くためには、建設分野全

体をカバーする標準的な情報の分類体系が必要です。

現在この分野の先進国英・米の建設用標準分類体系

と日本の現状との比較検討を行っており、引き続き

この検討成果を元にして、日本版「建設情報標準分

類体系」の原案を策定するための準備に入っていま

す。

・建設に係る情報を電子地図上で円滑に検索するため

の標準の検討

電子データで納品された公共事業に係る業務報告

書や完成図書等の情報を、電子地図上で円滑に検索

するために必要な標準化の検討を行っています。

・電子地図とCAD間で電子データを相互に利用するた

めの標準の検討

国土交通省の公共測量作業規程に従って作成され

たDMデータを、設計用のCADに取り込むために必

要な交換標準を開発するための検討を行っています。

・公共事業に係る業務報告書や工事完成図書等の電子

化のための標準検討

本委員会が策定した、公共事業に係る業務報告書

や工事完成図書等を電子データで納品するための要

領・基準類（案）は、既に国土交通省が直轄事業に

採用しています（昨年８月公表）。現在は、既存の要

領・基準類の内容充実（CAD製図基準の対象工種拡

大等）を図ると共に、新たに「測量成果の電子納品

要領（案）」の策定を行っています。

・CADデータ交換標準（SXF）の実用化推進とレベル

アップの検討

日本の建設分野で異なるCADシステム間でのデー

タ交換を可能にするために、本委員会では既にCAD

データ交換標準（SXF）を開発しISOでの認知を得

ており、現在これを組み込んだソフトウエアが順次

市販されています。このように、SXF標準を公共事

業の電子納品に利用する環境が整いつつあるので、

現在これが採用されるために必要な基準類等の整備

を進めています。さらに、現状実現できているより

も高度なデータの交換を可能にするために、標準を

レベルアップするための検討を行っています。

なお、推進計画の全文や活動状況の概要は、当センタ

ーのホームページに掲載されています。

http://www.jacic.or.jp/hyojun/index.html

（標準部　首席研究員　冨田 宏）

平成14年７月３日（水）から５日（金）の３日間、東

京国際展示場（東京ビッグサイト）において（社）日本

測量協会、（財）日本測量調査技術協会他の主催による

「全国測量技術大会2002」が開催されます。

大会期間中の主な催し物は以下の通りです。

（１）応用測量技術研究発表会

（２）日本測量調査技術協会技術発表会

（３）リアルタイム測位技術研究発表会

（４）学生フォーラム

（５）講演

「ジオマチックスの先端課題と将来動向」

（６）シンポジウム・パネルディスカッション

①くらしの中の緯度経度

②測量の産学協同を考える

③地籍事業の推進に向けて

④地域活性化のGIS

⑤経営者セミナー

⑥空間情報立国

－ 日本の挑戦 －

（７）関係機関・関係団体による技術展示

（８）会員による技術展示発表

（９）測量図書展示コーナー

大会の一環として「測量・設計システム展2002」が同

時開催されます。

JACICでは、このシステム展に以下の出展を予定して

おります。

・JACIC NET

・建設総合案内所

・建設博物館

・CALS/EC

（電子入札、電子納品）

・教育用GISソフト

・JACIC TOWN

（1/2,500白地図データベース）

・JACIC GIS データブック

・その他のJACIC情報化支援活動

特に、測量成果の電子納品が平成15年度から開始され

ることに鑑み、JACICでは現在作成を進めている測量成果

電子納品要領（案）について紹介することにしています。

入場は無料ですので是非お越し下さい。

（研究第三部　主任研究員　長谷川浩志）

「全国測量技術大会2002／測量・
設計システム展2002」へ出展します

２００２.７月号
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JACIC通信

１．主　　催：財団法人 日本建設情報総合センター

２．後　　援：国土交通省

３．テキスト：建設コンサルタント業務管理技術研究会監修

「平成14年度版RCCM－建設コンサルタント業務の円滑な遂行をめざして－」

４．受 講 料：10,000円（テキスト代含む。但し、昼食代は含みません。各自ご用意下さい。）

５．開催地・開催日・会場：

RCCM資格試験受験準備講習会のご案内

会　場　名� 住　　　所� ＴＥＬ� 定員�

札　幌� 北海道厚生年金会館�
仙　台� ﾒｲﾌｪｱﾌﾟﾗｻﾞ仙台ﾜｯｾ�
東京１� 日本都市ｾﾝﾀｰ会館�
東京２� 日本都市ｾﾝﾀｰ会館�
東京３� 日本都市ｾﾝﾀｰ会館�
新　潟� 新潟技術士ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ�
名古屋� 名古屋市公会堂�
大　阪� 大阪国際交流ｾﾝﾀｰ�

ﾒﾙﾊﾟﾙｸHIROSHIMA広　島�
高　松� 香川県土木建設会館�
福　岡� シーホーク�
沖　縄�

9/20（金）�
9/12（木）�
9/９（月）�
9/10（火）�
9/11（水）�
9/13（金）�
9/26（木）�
9/18（水）�
9/18（水）�
9/27（金）�
9/25（水）�
9/６（金）�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 自治会館�

札幌市中央区北1条西12丁目�
仙台市青葉区北根黒森2番10号�
千代田区平河町2－4－1
千代田区平河町2－4－1
千代田区平河町2－4－1
新潟市新光町10－2
名古屋市昭和区鶴舞1－1－3
大阪市天王寺区上本町8－2－6
広島市中区基町6－36
高松市松福町2－15－24
福岡市中央区地行浜2－2－3
那覇市旭町14

011－231－9551
022－276－8787
03－3265－8211
03－3265－8211
03－3265－8211
025－281－1111
052－731－7191
06－6772－5931
082－222－8501
0878－23－4550
092－844－8111
098－862－8181

540
500
500
500
500
160
600
1,006
400
260
800
216

会　　　場�
会場�
Ｎｏ� 開催地�  開催日�

６．プログラム：

７．講　　師：発注機関および民間有識者

８．受講申込：申込書に必要事項を記入のうえ、郵便振替払込金受領証のコピーを申込書に同封方法等し、郵送で

下記申込先へお送り下さい。

（尚、電話による申込みは受付けいたしませんのでご了承下さい。）

JACICのHPにRCCM資格試験講習会のご案内及び申込書を掲載しています。

（URL http://www.jacic.or.jp/）

HPから案内書、申込書をダウンロードできない方は、「RCCM講習会案内書請求」と明記して、下

記申込先宛にFAXして下さい。（FAX 03-3505-2966）
＊尚、受講申込者が多い場合には、受講地を第２希望・第３希望に変更させていただきます。ご希望にそえな

い場合も有りますのでご承知おき下さい。また、定員になり次第締め切らせていただきます。

９．受付期間：受付開始日　平成14年７月１日（月）

受付締切日　平成14年８月16日（金）

＜申込先＞（財）日本建設情報総合センター 〒107－8416 東京都港区赤坂7-10-20

RCCM講習会事務局 アカサカセブンスアヴェニュービル

TEL 03－3584－2404

※当講習会は、RCCM資格試験に備えて開催する講習会です。（受講希望者が対象です）

講習会申込と試験申込は受付機関が別ですので、お間違えのないようにして下さい。

※RCCM資格試験は、（社）建設コンサルタンツ協会が平成14年11月10日（日）に行います。

受験申込書の購入、手続き等、試験に関する内容については、下記へお問い合わせ下さい。

（社）建設コンサルタンツ協会RCCM資格制度事務局　TEL 03－3221－8855

時　　間�

10：30

10：45～12：15

13：30～15：00

15：00～15：30

内　　　　容� 備　　　　考�

開　　　　始�

資格制度の概要と建設コンサルタントの課題� 試験内容、問題Ⅰと問題Ⅲ（業務関係）�

建設コンサルタント業務とその管理� 問題Ⅱと問題Ⅲ（契約関係）�

RCCM資格試験問題例と演習� 問題Ⅰと問題Ⅲの回答のポイント�



JACICでは、当センターが実施している業務に関係

する情報技術に関する基調講演と解説講演で構成する

「JACICセミナー」を開催しています。

第１回は去る６月19日に「BPR」をテーマとして開

催いたしました。第２回として下記の内容で開催いた

します。聴講料はいただきませんので、多くの皆様の

御参加をお待ちしております。

受付は６月24日より開始します。お申し込みの際は

受付状況をお問い合わせ後、当センターのホームペー

ジから参加申込書をダウンロードし必要事項をご記入

のうえ、企画調整部（TEL : 03－3584－2404 FAX：

03－3505－2966）までご送付ください。なお、定員に

なりしだい締切とさせていただきますので、お申し込

みはお早めにお願いいたします。

JACICセミナー開催内容

開催日：平成14年７月24日（水）

会　場：砂防會舘別館　木曽

東京都千代田区平河町2－7－5

時　間：13：30～16：30

定　員：100名（無料）

内　容：BPRに向けた新しい取組み

～建築工事での実例に学ぶ～

講演内容は、以下の３講演（各30分）と、JACICの

講演（１時間）を予定しております。

１．建築生産情報総合システム

鹿島建設㈱建築設計エンジニアリング本部

プロダクションセンター長　高木　学氏

２．建築仕上げ・設備資材の自動化搬送システム

㈱大林組技術研究所

建築生産システム研究室　堂山　敦弘氏

３．建築ICカードについて

施行情報化協議会（交渉中）

４．建設分野における生産性向上に向けた情報共有

推進のために

JACIC CALS/EC部次長　西岡　誠治

（企画調整部　参事　徳重政志）

（財）日本建設情報総合センターでは、財団の目的

に合致した研究企画案に対し、研究助成を行っていま

す。

平成14年度は、情報技術を活用し、建設マネジメン

トの向上に資する以下の調査研究を助成対象として、

公募します。

（１）建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関す

るもの

①建設分野の情報化に関する企画、提案、標準化等

の調査研究

②建設情報の流通性の向上に関する調査研究

③建設分野のBPRに関する調査研究

（２）建設分野の各種業務に関する調査研究

①土木工事積算業務に関する調査研究

②河川・道路・都市等における業務の情報化に関す

る調査研究

③防災業務の情報化に関する調査研究

④GISを利用した業務支援システムの調査研究

⑤CALS/ECに関する調査研究

⑥建設副産物情報交換に関する調査研究

⑦その他

助成対象者は、上記研究項目に関心を有する大学、

高等専門学校、民間企業等の研究者とします。

助成期間は決定後１カ年とし、助成金は１件につき

200万円を限度とし、総額で約1,000万円を予定してい

ます。

助成を希望される研究者は、所定の申請書に必要事

項を記入のうえ、当センターへ提出して下さい。

なお、採・否の決定通知は、決定後申請者に直接行

います。

研究助成要綱、申請書及びこれまでの実績について

は、当センターのホームページをご覧下さい。

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

応 募 期 限：平成14年8月30日

問い合わせ先：企画調整部

TEL. 03－3584－2404 FAX. 03－3505－2966

１）

（企画調整部　参事　柳沢成一）

平成14年度（財）日本建設情報総合センター研究助成応募案内

（財）日本建設情報総合センター寄附行為（抜粋）�

　第１章第３条�

　　この法人は、建設事業の円滑な執行に資する情報システム

の調査研究を行い、これを広く普及するとともに、建設技術

の向上、建設技術の効率化、国土の安全かつ有効利用の促進

を図り、もって国民生活の高度化及び経済の活性化に資する

ことを目的とする。�

第2回JACICセミナー開催のご案内

２００２.７月号

１）



急速なインターネットの普及に伴い、多くの地方公

共団体において統合型GISやWebGISの導入が検討され

ています。しかし、これらに関する啓蒙的な図書はほ

とんど存在しておりません。そのため当財団では、地

方公共団体において統合型GISやWebGISの導入を検討

する際の参考図書として、平成14年5月に「地方公共

団体のためのWebGIS導入マニュアル」を刊行いたし

ました。

本書では、地方公共団体において統合型GISや

WebGISの導入を検討する際の解説書として、導入前

から導入基本計画、設計、開発、運用及びメンテナン

スに至るまでを時系列にて解説しています。また導入

事例では、導入までの経緯やその効果、運用実績、今

後の展開と問題点など各所で活躍している地方公共団

体のシステムを紹介しています。

他にもWebGISをめぐる最近の動向やキーワード、

国内動向なども述べられており、入門書やテキストと

しても多くの皆様にご利用いただけます。

「地方公共団体のためのWebGIS導入マニュアル」

をお申し込みされる方は、当センターまでご連絡下さ

い。

（定価：1,575円／冊 (税込み)＋送料）

目次（一般抜粋）

第１章　概論

第２章　WebGISとは

第３章　WebGIS導入の前に

第４章　WebGISの設計と開発

第５章　WebGISの運用

第６章　WebGISの課題と対応策

第７章　導入事例

第８章　将来展望

第９章　最近の動向とキーワード

（研究第３部　主任研究員　佐々木博幸）
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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。

■編集・発行 財団法人　日本建設情報総合センター
〒107-8416 東京都港区赤坂７丁目10番20号アカサカセブンスアヴェニュービル
TEL.  (03)3505－2981〈代表〉 FAX.  (03)3505－2966
E-mail：admin@jacic.or.jp JACICホームページ http：//www.jacic.or.jp/

印刷・製本　日本印刷（株）
購読料は会費に含まれます

（定価80円）

JACIC news   平成14年7月1日発行　第三種郵便物認可

５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。

「地方公共団体のためのWebGIS導入マニュアル」を刊行
－地方公共団体において統合型GISやWebGISの導入を検討する際の解説書－

財団法人日本建設情報総合センター�

JJAACIC GISCIC GIS  研究会編研究会編��JACIC GIS 研究会編�

【建設行政ニュース】

２日　「地球温暖化に伴う海面上昇に対する国土保全研究会」

報告について （河川局）

14日　電子基準点（GPS連続観測点）により伊豆半島東部の

地殻変動を検出 （国土地理院）

29日　平成14年度優秀施工者国土交通大臣顕彰について

（総合政策局）

【地方建設情報】

13日　総合学習の教材発刊のお知らせ「富山の道発見ガイド」

［北陸地整］

17日　多摩川流域の散策スポットとデータが満載

［関東地整］

20日　建設おもしろテクノ館（建設技術展示館）展示技術の

募集について ［関東地整］

21日　第２回「北陸の道を考える会」結果報告～「北陸の経

済の活力と豊かで質の高い暮らし」のために～

［北陸地整］

10日　絶滅の恐れのある「イタセンパラ」（国指定の天然記

念物、国内希少野生動植物種）の保護強化について

［近畿地整］

29日　IT社会を支える光ファイバーケーブルを収容するた

めの地中管路を民間事業者に貸し出します

［近畿地整］

【公募情報（国・公団等）】104件

【公募情報（地方公共団体）】316件


