
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。前月号では

「素案」の説明をしましたが、素案に対して寄せら

れた意見を踏まえ、方針を決定しました。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（※３）」と

「簡易CORINS（※４）」の２つのデータベースを提

供します。「詳細CORINS」は現行のCORINSと全

く同じです。「簡易CORINS」は、請負金額2,500万
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「CORINS対象工事の拡大」方針決定

ニュースと解説

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 

登録の時�期 受注時，�途中変�更時，�竣工時 受注時� 
※請負金�額が５割以上増減し�た場合は工�事の�
竣工時点に「訂正手続き」を行う�。� 

※予定工�期を過ぎたら自動的�に竣工時デ�ータ�
扱いとする。� 

データ収集項目 「一般デ�ータ」�と「技�術デー�タ」� 
（※１）    （※２�） 

請負�金額�2, 500 万円�以上�工事�に�比べ�て項�目を�
少なく設�定した�「一般�データ�」 

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�

受注時　　 ：3 , 000円� 
訂正手続き  ：2 , 000円※� 
※但し、�請負金額について変更契�約により工事�
の請負金額が�5割以上増減した場�合は無料�

過去工事�の 
無料登録 

 契約上の�工事開�始年月�日が平�成�11 年�4 月�1 日�
～平成�14年�9月�30 日�の間の�工事�について�、�平�
成14年 10月 1日�～�平�成15年 4月 30日�（必着�）�
の間に申�込があ�った場�合は無�料登�録する。 

入力シス�テム 新たに開�

（※１）一般データ：工事件名、請負金額、工期、発注機関など工事を特定するための情報。�
（※２）技術データ：施工延長や施工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。�
（ 注 ）太字は前月号で説明した表案からの変更点。�

発を行�う「CORINS入力システム（Ver5.0）�」�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。 



電子入札施設の二重化

２００２.８月号

国土交通省が2003年度から工事等に電子入札を全

面的に導入するため、国土交通省とJACICは電子入

札施設の拡充や二重化の準備を進めています。

１．電子入札施設の二重化

2003年度から電子入札を全面的に導入するにあた

って、システムの信頼性を高めるため、また大規模

地震等の被災時にも入札書等の重要なデータが損失

することがないよう、別の場所でデータのバックア

ップ（離隔したサーバー室で保存）を行い、リスク

を回避する必要があります。

さらに、現在運用中の施設は、旧建設省の公共事

業を想定していましたが、他部局の公共事業や物品

調達も対象とすることとなったため、施設の拡張を

行う必要があります。

そのため、既存の第一サーバー室に加えて第二サ

ーバー室を新設し、2003年度より運用開始すること

としました。各サーバー室の役割は表１のとおりで

す。

JACICは、第二サーバー室を提供していただける

民間IDC事情を公募、選定し、2003年度の運用開始

に向けて、準備を進めています。

円未満の登録データと、請負金額2,500万円以上の

登録データから項目を限定したデータを併せて提供

します。つまり、「簡易CORINS」は提供項目を限

定していますが、CORINSの請負金額500万円以上

の登録データを全件保有しています。

（※３）詳細CORINS：請負金額2,500万円以上の

CORINSデータについて、

現行のCORINS検索システ

ムと同様に、技術データ等

を含む詳細なデータを活用

（検索）することができます。

また、請負金額2,500万円以

上の工事に従事した「技術

者の工事従事状況」の確認

を行うことができます。

（※４）簡易CORINS：請負金額5 0 0万円以上の

CORINSデータについて、

請負金額2,500万円未満工事

の収集項目に対応した簡易

なデータを活用（検索）す

ることができます。（技術デ

ータ等を利用した詳細な検

索はできません。）また、請

負金額500万円以上の工事に

従事した「技術者の工事従

事状況」の確認を行うこと

ができます。

発注機関に提供する詳細CORINS・簡易CORINSの構成

◇説明会の開催

「CORINS対象工事の拡大」について、平成14年

８月１日より９月30日の間に国土交通省の後援で各

都道府県47箇所において無料で、発注者と受注者を

対象とした説明会を開催します。詳細スケジュール

はCORINSホームページをご覧ください。

（http://www.ct.jacic.or.jp/corins/）

（CORINSセンター　参事　各務誠一）

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

2,500万�円�未�満�

2,500万円以上工事�
　　　・受注時�
　　　・途中変更時�
　　　・竣工時�

詳細CORINS

500万以上工事�
　　　・受注時�
　※予定工期を過ぎると�
　　竣工とみなす　�

簡易CORINS

2,500万�円�以�上�
2,500万円未満�の項目�
に限�定�

（注）簡易CORINSでは一般データの項目を限定�
（路線・水系名、VE , ISO対象等を対象外とした）�
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表１．第一、第二サーバー室の役割分担

図１．第一、第二サーバー室の接続イメージ図

２．コアシステムの採用

JACICは、港湾空港建設技術サービスセンター

（SCOPE）と共同で各公共発注機関に共通の道具と

して活用いただくことを目的とした電子入札コアシ

ステムの開発を進めています。国土交通省は、2003

年度よりコアシステムを採用した電子入札システム

を利用することとなっています。

コアシステムVer.１は６月に販売されましたが、

国土交通省は10月に販売されるコアシステムVer.２

を導入する予定です。現行システムと比べてコアシ

ステムVer.２で拡張される主な機能は以下のとおり

です。

１）入札方式の追加

現在利用可能な入札方式に工事希望型指名競争

入札、随意契約の方式及び物品調達が追加となり

ます。

２）政府認証基盤（GPKI）対応

【発注者側：国土交通省職員】

政府が進めている認証基盤に従い、国土交通省

内認証局により発注者側担当者の認証を行うこと

ができるようになります。

３）複数認証局対応【応札者側】

認証業務の競争性確保の観点よりコアシステム

に対応する複数の認証局の中からひとつを選び、

その発行する電子認証書を利用することが可能と

なります。現在、今年１月に公募した８社の認証

局が仕様等の最終調整を行っており、10月のコア

システムリリースに向けて接続試験を実施するは

こびとなっています。

（CALS/EC部　主任研究員　中川和巳）

第一サーバー室�
【既存】�

第二サーバー室�
�【今回新設】�

～2002�
年度�

・国土交通省の案件を処理�
�Ｈ13：99件、�
�Ｈ14：約2,000件予定�

－�

2003�
年度～�
�

・国土交通省の案件のデー
タをバックアップ�

・第二サーバー室被災時に
は手動で切り替え、最低
限のサービスを提供�

・国土交通省職員の練習環
境環境として利用�

・他省庁や地方自治体の試
行環境として利用�

・国土交通省の入札案件を
処理（物品等を含め最終
的には75,000件程度）�

第一サーバー室�
（既存）�

第二サーバー室�
（今回新設）�

バックアップ�

:本案件�
:練習案件等�

応札者�

インターネット�

国土交通省�

建設行政WAN

～2002年�度� 2003年度～�

電子入札システム� 現行システム� コアシステム�Ver.２�

利用可能入札方式� 工事関係：３方式�
業務関係：６方式�

左記に加えて�
・工事希望型指名競争入�札�
・随意契約�
・物品調達�

発注者側認証局� 帝国データバンク� 国土交通省内認証局�

応札者側認証局� 帝国データバンク� 複数の認証局�

成果品の電子納品要領（案）・基準（案）等の策定・改訂
平成13年度から、国土交通省直轄の業務及び一部

の工事を対象に成果品の電子納品が開始されまし

た。電子納品に必要な基準等については、平成13年

８月までに国土交通省から成果品の電子納品に関係

する５種類の要領（案）・基準（案）が発表され、

運用されてきました。先般、平成14年７月２日、電

子納品に関する要領(案)・基準（案）のうち、以下

に示すとおり３種類の改訂と１種類の新規策定が発

表されました。

・改訂された要領

CAD製図基準（案）

デジタル写真管理情報基準（案）

地質調査資料整理要領（案）

・新規策定された要領

測量成果電子納品要領（案）

・今回改訂の対象となっていない要領

土木設計業務等の電子納品要領（案）

工事完成図書の電子納品要領（案）
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以下に、各要領・基準の概要についてご紹介しま

す。

１．CAD製図基準（案）

（平成14年10月契約の工事・業務より適用）

（１）新規工種の追加

新たに、次の10工種を追加しました。「築

堤・護岸」、「離岸堤、人口リーフ等」、「砂防

ダム及び床固工」、「重力式コンクリートダ

ム」、「平面交差点」、「立体交差点」、「共同溝」、

「電線共同溝」、「シールドトンネル」、「管路」。

（２）CADデータ交換フォーマットの規定を変更

これまでの基準では、受発注者協議で納品

用のCADフォーマットを決定することとし

ていましたが、今回より、“CADデータ交換

標準SXF（p21）”を使用する旨を明示しまし

た。なお、平成14年度に限り経過措置として、

SXF（p21）で納品が困難な場合には“受発

注者間双方で協議の上”CADフォーマット

を決定できることになっています。

（３）今年度の予定

未整備工種全体の検討を行う予定です。

２．デジタル写真管理情報基準(案)

（平成14年10月契約の工事・業務より適用）

（１）他の要領・基準（案）との整合

使用文字、電子媒体、電子媒体が複数枚の

時の取り扱い、DTDの文字符号化方式につ

いて、他の要領・基準(案)との整合を図りま

した。

（２）写真管理項目の見直し

１）写真管理項目の検索性を向上させるため、

各管理項目をグループ化し、DTDを階層

構造としました。

２）電子納品対象外工事でデジタル写真のみ

納品することを考慮して、工事情報の必要

度を設定しました。

（３）ファイル仕様

１）ファイル名を8.3形式（ISO9660レベル1

に準拠）としました。また、管理項目にお

いて日本語名を併記とすることで、これま

での日本語による運用も可能としました。

２）参考図ファイルの仕様を「JPEG」だけ

としていましたが、図面の再現性を考慮し

「TIFF（G4）」を追加しました。

（４）有効画素数

有効画素数については、黒板の文字が確認

できる画素数が前提となるため、「黒板の文

字が確認できることを指標とする（100万画

素程度）」と変更しました。

３．地質調査資料整理要領(案)

（平成15年４月契約の業務より適用）

（１）各編の追加

今回、「地質平面図編」「コア写真編」「土質

試験及び地盤調査編」を新たに追加しました。

（２）土質ボーリング柱状図編の変更

土質ボーリング柱状図様式に加えて岩盤及

び地すべりボーリング柱状図様式を追加し、

ボーリング柱状図編としました。また、既存

の入力項目についても見直しを行いました。

（３）土質断面図編の変更

地質断面図(岩盤)に関する記述を追加し、

地質断面図編としました。また、CADデー

タのレイヤ設定等の見直しを行いました。

（４）今年度の予定

土質試験、岩の試験・調査、地盤調査関係

のデータシートの標準化並びに電子化を検討

のうえ「土質試験及び地盤調査編」へ追加し

ます。

４．測量成果電子納品要領(案)

（平成15年４月契約の業務より適用）

（１）対象となる測量成果

国土交通省公共測量作業規程に基づいた下

記の測量を対象とし、各作業の全ての成果に

ついて電子化の方法・運用ルールを策定して

います。

基準点測量（基準点測量、水準測量）

地形測量（平板測量、空中写真測量等）

数値地形測量（トータルステーション地形測

量、デジタルマッピング等）

応用測量（路線測量、河川測量、用地測量）

ただし、応用測量については平成14年度策

定予定です。

（２）要領(案)の内容

既に公表されている「土木設計業務等の電

子納品要領（案）」に準拠し、フォルダ構成、

成果品の管理項目、ファイル形式、ファイル

命名規則、電子媒体等の本編と付属資料から

なります。

フォルダ構成につきましては、「土木設計

業務等の電子納品要領（案）」で既に定めら

れていた「SURVEY」フォルダを利用して

定めました。特に、各測量区分毎にフォルダ

を定め、「測量記録」「測量成果」及び「その

他」の成果等を「WORK」「DATA」

「OTHRS」のサブフォルダに分けて格納する

ようになっています。

（標準部、研究第２部、研究第３部、CALS/EC部）
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JACICでは、ISO規格に基づくCADデータ交換標

準SXFを広く海外に紹介するとともに、他国のプロ

ジェクトとの調整や、情報収集などを目的として、

ISOTC184/

ISOTC184/SC4国際会議に継続して参加していま

す。この会議は、通称STEP会議と呼ばれており、

広く製造分野全般にわたってデータ交換のための標

準規格を審議することを目的としています（年３回

開催）。

今回はスウェーデンの首都ストックホルム郊外で

６月９日から14日にかけて開催され、20ヶ国から約

180名が参加しました。

１．会議内容
STEP会議で我々が参加しているのは、建設分野

の規格を審議しているWG3/T22という部会です。

今回日本からは寺井達夫・千葉工業大学助教授、田

中成典・関西大学助教授、喜多河信介・JACIC理事

他、計８名が出席しました。

以下に、今回の会議の主な内容をご紹介します。

（１）各国のCADデータ交換プロジェクト

現在、ドイツ、韓国、日本の３ヶ国でSTEP規格

を使った建設分野のCADデータ交換プロジェクト

が進行しており、主にこの３ヶ国によるセッション

が毎回行われています。

ドイツのプロジェクトはSTEP-CDSと呼ばれてお

り、この部会の座長であるウォルフガング・ハース

氏がプロジェクトリーダーということもあって、交

換仕様としては最も進んでいます。

韓国はKOSDICというプロジェクトで、韓国技術

研究院（KICT）という国の研究機関によって進め

られており、日本より２年ほど遅れてスタートして

います。

日本のCADデータ交換標準SXFは、対応CADソ

フトが格段に多いことと、国の公共事業に適用され

たことが、他の２プロジェクトと比較して大きな特

長となっています。

今回、日本からは今後の開発方針についてのプレ

ゼンテーションを行い、その中で今年度開発を予定

している２次元図面データの属性情報付加メカニズ

ムの実装方法についての技術的な示唆を受けること

ができました。

（２）CADとGISの連携

CADとGISの連携については前回会議からの議題

となっており、前回はGISの標準を審議している

ISO TC211国際会議のメンバーも参加して、今後建

設分野のCADとGISの連携のための標準規格を策定

する方向で議論を行っていくことになっていまし

た。

今回は、予定されていたTC211メンバーの参加が

無かったため、規格化テーマの選定についての議論

は見送られましたが、スウェーデン、ドイツ、日本

が道路分野の取り組みについてのプレゼンテーショ

ンを行い、これらの事例紹介を受けて、次回会議で

は規格化テーマの選定に向けての絞り込みを行うこ

とになりました。

次回以降テーマが決まって各国の賛同が得られれ

ば、ISOの手続きに則って規格化の作業と審議が始

まることになります。

なお、STEP会議とは別の場でスウェーデンとド

イツの道路モデル開発担当者間の意見交換会があっ

たため、日本からもこのミーティングに参加して情

報交換を行うことができました。

（３）IAIとのジョイントミーティング

IAI（International Alliance for Interoperability）

は主に建築分野のデータモデルの標準化を行ってい

る国際的な民間団体で、IAIの標準規格であるIFC

2xをISOに取り込むための審議が昨年から継続的に

行われてきました。

今回までで予備的な審議がひとまず終わり、会議

終了後にIFC 2xの仕様をISOの文書とするための各

国投票が行われることとなりました。承認されると、

3年間有効なPASと呼ばれる文書となり、３年間の

うちに仕様の見直しが行われることとなります。

２．今後の予定
次回は、11月に韓国のソウルで開催されます。特

に、CADとGISの連携については、日本でもこれか

らの標準化の大きなテーマですので、今後とも積極

的に参加していく予定です。

（CALS/EC部　主任研究員　溝口直樹）

STEP会議においてCADとGISの連携が新たなテーマに
STEPストックホルム会議報告

CALS/ECコーナー
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G-XMLの開発ロードマップ（G-XMLのWebサイトより）

（標準部　XMLチーム）

JACIC便り

地理情報標準とG-XML・GML
－ XMLコラム【第５回】－

今回は建設分野と関連の深いGISにおけるG-XML

を取り上げます。

地図に関連した交換標準では「地理情報標準」と

いうのを皆さんご存知だと思います。国土地理院と

民間企業の共同研究として作成され、国土交通省国

土計画局・国土地理院が事務局をつとめる「GIS関

連省庁連絡会議」で技術的な標準として承認された

もので、平成11年３月に初めて公表されています。

「地理情報標準」はISOのTC211（地理情報の国際

標準を審議しているISOの技術委員会）と密接な関

係を保っており、平成13年３月にはこれに対応した

改訂をしております。

これとは別に、平成11年度に通商産業省（現・経

済産業省）の事業としてスタートし、産・学・官か

らなるG-XMＬ標準化検討委員会によって策定され

てきた「Ｇ-XML」と呼ばれている標準があります。

平成12年３月に第１版、同年の12月に第2版が完成

し、平成13年８月には第２版がJIS規格として正式

に制定されるに至っています。これら「地理情報標

準」とＧ-ＸＭＬは、いずれもGISで利用する電子地

図や地図上のコンテンツ（街区や建物、店舗などの

情報）のデータ交換を行うための標準規格ですが、

「地理情報標準」はＸＭＬも含めての汎用的な技術

標準を定めたものであるのに対し、Ｇ-ＸＭＬの方

は電話会社等が中心になって主に携帯電話上でシン

プルな地図情報をXML形式でやりとり出来ること

を目的にした標準になっています。

外国に目を転じますと、ところがもうひとつ、ア

メリカでは別な標準が出来ておりました。同じＸＭ

Ｌを用いた標準なのですが、名前をＧＭＬといいま

す。平成６年に設立されたオープンGISコンソーシ

アム（OGC）によって策定されました。G-XMLと

GMLはほぼ同じ目的で作られている規格なのです

が、双方の規格はあまり互換性がありません。この

ため、双方で歩み寄る話が進んでおります。日本の

G-XML次期バージョンでは、GMLの次期バージョ

ンと仕様を統合し、国際統合版とすることになって

います。その上で、コンソーシアムではGML次期

バージョンをISO TC211に正式に提案しておりま

す。このようにGISをめぐる標準化の動きは大変に

めまぐるしく動いており、この世界の技術も日進月

歩であることを象徴しております。

（G-XMLのＷebサイト：

http://gisclh01.dpc.or.jp/gxml/）
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平成14年６月、TECRISホームページをリニュー

アルしました。今回のリニューアルでは内容を大き

く３つに分けた構成となっています。

１．TECRISについて

２．登録企業向のみなさま

TECRIS入力システム

登録方法

TECRISデータ

３．発注機関のみなさま

TECRIS登録について

TECRIS検索システムについて

新しいホームページではこれまでの登録企業の

皆様への内容に加えて、発注機関の皆様向けの内

容を掲載しています。また、業務カルテの説明や

TECRISで使用する各種コード表を載せた入力シス

テム利用マニュアル、登録企業の皆様が使用する

各種申請書のダウンロードなどのコーナーを新設

しています。

（TECRISセンター　副参事　桔梗靖之）

TECRISホームページリニューアル

特集「GPS」

GPSはアメリカ国防総省が開発した人工衛星によ

る測位システムですが、これが民間利用者にも開放

され、手軽で信頼性の高い測位システムとして、ま

たカーナビゲーションの主要な要素技術として急速

に普及しています。さらに、デジタル地図上に各種

地物等の位置の記入や各種データベース作成等にも

応用されています。この他にもGPSは、航法、通信、

地震予知、気象予報、土木工事等、様々な分野で適

用が期待され、今やインフラストラクチャのひとつ

として数えられまでに至っています。

このような状況のもと、JACIC情報では「GPS」

をテーマとして、国土交通省および民間における

GPS適用事例等を紹介します。

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（定価：1,050円/冊

（税込み）＋送料）。

（企画調整部　参事　徳重政志）

「JACIC情報67号」を８月下旬発刊

JACICでは、建設分野の情報化を推進するにあた

り、技術開発目標の設定、開発戦略立案などに広く

知恵を集結するため、官・民・学およびJACIC職員

を対象にした無料のオープンセミナー「JACICセミ

ナー」を開催しています。

第１回は去る６月19日に、第２回は７月24日に砂

防會舘別館（東京都千代田区）にて開催しました。

開催内容は以下のとおりで多くの皆様の御参加をい

ただきました。

また、JACICセミナーの模様については、当セン

ターのホームページの「Webセミナー」のコーナー

から動画配信していますのでご覧下さい。

（http://www.jacic.or.jp/）

JACICセミナーを開催

JACIC通信
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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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JACIC news   平成14年8月1日発行　第三種郵便物認可

６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】

３日　研究成果をインタラクティブに紹介する展示シ

ステム「デジタル・インタープリター」の設置

（土木研究所）

７日　平成13年度の多様な入札契約方式の実施状況に

ついて （大臣官房）

25日　物流バリアフリー推進調査の結果について

（総合政策局）

【地方建設情報】

11日　「建設技術フェア2002 in 中部」の開催及び出展

技術募集について ［中部地整］

13日　危険な建設現場の無人化を目指して［北陸地整］

13日　「建設技術展2002近畿」を開催 ［近畿地整］

25日　「道の駅」スタンプラリーの実施について

［中国地整］

27日　首都圏外郭放水路に初めて洪水が流入！

［関東地整］

28日　「東北地域づくりニューズレター」配信のお知

らせ ［東北地整］

【公募情報（国・公団等）】123件

【公募情報（地方公共団体）】421件

JACICセミナーは、今後も引き継ぎ建設分野の情

報化に関連するテーマについて、月１回の予定で実

施することとしています。多くの皆様の御参加をお

待ちしております。

セミナーの開催内容、申し込み等の詳細について

は、当センターのホームページの「Webセミナー」

のコーナーに掲載いたしますのでご覧下さい。

（企画調整部　参事　徳重政志）

第１回�
（6/19）�基調講演　�「公共事業への�B

BPR

BPRに向けた新しい取り組み　～建築工事での実例に学ぶ～�

PR適用に向けて」�

国土交通省国土技術政策総合研究所�

高度情報化研究センター　�情報基盤研究室長�

奥谷　�正氏�

講　�　演　�「CALS/EC の推進と�BPR　�～JACIC の取り組み～」�

財団法人日本建設情報総合センター　�CALS/EC 部�長�

寺川　�陽�

第２回�
（7/24）�

講　�演　�「建築生産情報統合システム」�

鹿島建設株式会社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�

講　�演　�「建築仕上げ・設備資材の自動化搬送システム」�

　　�　　�　�　�株式会社大林組技術研究所�

　　�　　�　�　�建築生産システム研究室　�　�　　　　�　　　堂�山�　�敦�弘�氏�

講　�演　�「建設ＩＣカードについて」�

施工情報化協議会運営委員長　�　�　�　�　　　　�　宮�嶋�　�俊�和�氏�

講　�演　「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」�

財団法人日本建設情報総合センター　�CALS/EC 部次長�

西岡　�誠治�


