
ニュースと解説

JACICでは、インターネットを利用して、自治体

版新土木工事積算システムに係わるＱ／Ａ、改訂・

バージョンアップ等情報の提供と、単価表作成を支

援する、積算システム情報サービスを平成14年６月

から開始いたしました。

以下にインターネットを利用した積算システム情

報サービスについて説明いたします。

１．開発の背景

JACICで地方公共団体からの要望に対応するた

め、平成９年10月から「自治体版新土木工事積算シ

ステム」と汎用性の高い「基準データ」の提供を開

始しております。提供する基準データは、国土交通

省の土木工事積算システムで運用されている工事工

種体系、歩掛、材料・労務名称等のデータをCSV形

式に変換し、CD-ROMに収録して提供しております。

しかしながら、基準データを利用している地方公

共団体から、歩掛の作成作業は大幅に軽減されました

が、基準データの変換後と改訂後の検証作業に多くの

時間を要しているとの意見が寄せられていました。

このようなことから、地方公共団体への工事工種

体系の普及と検証等作業を支援することを目的に、

インターネットを利用した積算システム情報サービ

スのシステムを開発しました。

２．サービス内容

JACICホームページの「積算システム」から展開

される積算システム情報サービスの内容は以下の通

りです。（図参照）

∏情報提供サービス

自治体向け国土交通省版積算基準データ（基準デ

ータ）の改訂情報と自治体版新土木工事積算システ

ムのＱ／Ａ情報及びバージョンアップ情報等を提供

いたします。

π積算基準データ導入支援サービス

工事工種体系ツリー図または基準書分類から選択

された積算基準データの歩掛単価表を作成すること

ができます。この作成手順は次のとおりです。

①工事工種体系ツリー図の細別から歩掛データを

選択し、この細別の条件によって一次単価表を

作成できます。

②一次単価表で歩掛データの条件を入力すること

により、二次単価表等を作成できます。

③作成された単価表をXML、CSV形式でダウン

ロードすることが出来ます。

∫フォーラム掲示板機能も提供しておりますので、

JACIC等への質問や問い合わせができます。

以上のサービスを利用するためには、IDとパスワ

ードが必要となります。このIDとパスワードは利用

申請画面から利用申請をしていただきますと、

JACICが付与いたします。

インターネットを利用した積算システム情報サー

ビスは、積算に係わるデータの共有、情報の共有、

さらには歩掛単価表を作成するような積算業務の作

業工程の共有を推進するための有効な手段といえま

す。

今後、工事工種体系が市町村にまで更に普及する

ためにも、さらなるサービス内容の充実を図る必要

があります。

（積算システムセンター　次長　野口　正、

主任研究員　岩崎邦浩、内倉直樹）
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Webセミナー（動画配信）を開始

２００２.９月号

JACICは、７月５日から動画配信を開始していま

す。これはJACICのホームページからご覧いただく

ことができ、最新の建設関連情報やJACICが実施し

ている事業内容等を中心とした情報化の普及・情報

化推進に関する各種情報を広く一般に広報するため

のひとつの手段として導入したものです。

動画配信はストリーミングにより、動画部分と説

明画面を合わせてご覧いただけます。

今年度配信するコンテンツは、JACICセミナー、

建設情報研究所研究発表会、JACIC業務に関連する

説明会や解説等を中心に企画しています。

現在、配信しているコンテンツは、JACICセミナー

の講演内容（Webセミナー）です。ホームページのト

ップ画面にWebセミナーの項目が新しく追加しており

ます。その下にJACICセミナーがあります。そこから

アクセスすることが可能です（http://www.jacic.or.jp/）。

今後、第３回JACICセミナーの講演内容や各部・各

センターからのお知らせや説明会内容等を配信する

予定です。

なお、動画をご覧いただくためには“Rea l

Player”をプラグインとして登録しておく必要があ

ります。プラグインされていない方は、“Real

Player Basic”（フリーソフト）をダウンロードでき

るようホームページ上にバナーを用意しています。

ホームページトップ画面

Webセミナートップ画面

（企画調整部　参事　徳重政志）

電子入札コアシステムのシンボルマーク

CALS/ECコーナー

平成14年７月１日、いよいよ電子入札コアシステ

ムの販売が開始されました。そのソフトウェアの

CD-ROMには電子入札コアシステムのシンボルマー

クが印刷されています。本稿では、このマークの由

来等について紹介したいと思います。

１． 背景

JACICはSCOPE（港湾空港建設技術サービスセ

ンター）と連携して平成13年７月電子入札コアシス

テム開発コンソーシアムを立ち上げました。以来、

コンソーシアムでは将来のユーザー候補の公共発注

機関である特別会員の皆様からの要望等ふまえなが

ら仕様の検討をすすめてきました。これをもとに

JACICとSCOPEが多くの発注機関の皆様に共通の

道具として使っていただくために提供するのが、電

子入札コアシステムです。

すでに60を超える中央省庁・公団・自治体がコア

システムを採用した電子入札システムの導入に向け

て準備を始めているところです。そこで、コアシス

テムを採用した電子入札システムが容易に他と区別

できるようにするため、シンボルマークを制定する

こととしました。

２． デザイン作成

シンボルマークのデザインは原則として、コアシ

ステムをあらわすため、アルファベットの「Ｃ」と

電子的なイメージを持たせることを念頭に作成され

ました。当初作成された７案のうち、イメージとし



２００２.９月号

てふさわしいもの４案をコアコンソーシアム事務局

内で選出し、さらに特別会員にアンケート調査を実

施し、各団体で使用しているマークや、今までに目

にしたロゴマークとの類似について意見をいただき、

２案へと絞り込みを行いました。この２案に対して、

ＪＡＣＩＣ担当のデザイナーの意見を踏まえて、再

調整し最終的なデザイン（図１）となりました。

（図1：コアシステムシンボルマーク最終稿）

このデザインはアルファベットの「C」とコア

（核）をイメージした大きな球体と、「そこから生み

出される未来に向かう何か」をイメージした小さな

球体（衛星）から構成されています。（デザイナー

談）

３． 使用方法

シンボルマークの使用方法としては、原則として

コアシステムを使用して作成されたシステムの受注

者画面、右上隅（図２）には、このシンボルマーク

が表示されます。また、今後発売されるコアシステ

ムVersion２から対応される複数認証局のICカード

への添付（印刷）も義務づけ、このシンボルマーク

が添付されたICカードは、コアシステムに対応した

ものであることが一目でわかるようになっていま

す。

（図２：受注者画面およびICカード例）

また、コアシステムの紹介資料、操作手順書、要

件定義書等の付属するドキュメントや印刷物にも、

このシンボルマークを添付し、コアシステムのアピ

ールを行ってまいります。

今後、電子入札コアシステムの普及とともにこの

シンボルマークを目にする機会が増えることと思わ

れます。

（CALS/EC部　電子入札コアシステム開発

コンソーシアム事務局　主任研究員　菊地　修）

JACIC便り

XML交換仕様開発プロジェクトチーム
－ XMLコラム【第６回】－

今回はJACIC標準部のXML交換仕様開発プロジ

ェクトチームについてご紹介します。

JACIC Newsをお読みの皆さんは、このコラムの

著者欄に「XMLチーム」と記されていることにお

気づきかと思います。このXMLチームの正式名称

を、「XML交換仕様開発プロジェクトチーム」とい

います。

いま建設業界では、このコラムの第4回でご紹介

したJHDM（日本道路公団の道路モデル）を始めと

して、計画、設計から施工、維持管理までの業務プ

ロセスの一貫したデータを、XMLを利用して交

換・共有できるようにしようといういくつかの取り

組みが始まっています。XML交換仕様開発プロジ

ェクトチームは、これらの取り組みを広くサポート

し、XMLによるデータ連携のための標準的な基盤

を作っていくことを目的としてJACIC内に発足しま

した。

チームの構成は、顧問に関西大学の田中先生をお

迎えし、JACIC建設情報研究所近畿支所長がリーダ

ーとなって、これまで建設分野の標準化に携わって

きた方々をメンバーとして選任しています。JACIC

標準部は、事務局としてこのチームの活動を支えて

います。

チームとしての活動はまだスタートしたばかり

で、現在は建設分野のXMLに関する取り組みの調

査・研究を行い、今後の具体的な活動内容を検討し
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JACICでは、国土交通省の委託により、平成13年

12月に国土交通省河川局河川計画課が定めた「河川

基幹DBシステム標準仕様（案）第2.1版」に準拠し

た、河川GISの標準ソフト「河川基幹DBシステム

2.1.1」を開発しました。

ここで、2.1.1は、「河川基幹ＤＢシステム標準仕

様（案）第2.1版」に準拠した最初のバージョンと

いう意味です。

このシステムでは、RDBMSとしてOracleを採用

する一方で、GISエンジンは市販のものを採用せず、

「河川基盤地図ガイドライン（案）第2.1版」に基づ

き作成された河川基盤地図データを直接読み込む機

能を持つエンジンをJACICが独自に開発していま

す。

これまで、国土交通省の河川系工事事務所では、

河川GISデータの整備を進めてきましたが、これを

利用するための標準ソフトがなかったため、ソフト

開発・データ利用が地方整備局、工事事務所毎にば

らばらに行われていました。

このシステムを利用すれば、座標データを地図と

してパソコン上に表示したり、地図から関連する台

帳データを呼び出し・表示したり、さらにはこれら

のデータを用いて業務資料を作成するなど、全ての

工事事務所職員が日常業務の中で、共通の環境で、

河川GISを利用することが可能になります。

また、河川に関する各種データ利用方法のひとつ

のモデル事例を示すものであり、これを契機にデー

タの利活用、関連システムの開発促進等が図られる

ものと期待されます。

一方、このシステムが持つ機能は、基本的には地

図表示の他、データの検索・登録・更新等各種デー

タを業務に利活用する前提として必要な一次データ

管理機能に限定しており、より一層の利活用を図る

ためには、個別のニーズ等に応じて、新たなデータ

ベース、分析・解析機能の追加、他のデータベース

との連携などシステムの機能強化を進めていくこと

が必要です。

このような意味で、今回開発したシステムは、今

後の工事事務所における利用状況、情報通信技術の

動向、周辺システムの開発動向等を踏まえ、適宜、

バージョンアップしていくことが必要と考えていま

す。

（研究第一部　首席研究員　白鳥昭浩）

ているところです。

また、このチームでは、XMLに関する調査成果

をもとに、建設分野におけるXMLの応用事例など

を集めた書籍の出版も計画しています。

この書籍は、広く建設業界の関係者にXMLに関

する興味と理解を深めてもらうことが目的です。主

な内容としては、XMLの基礎知識をはじめ、XML

の利用方法、電子政府（e-Japan）でのXMLの役割、

建設分野の情報化におけるXMLの事例、将来の

XML利用イメージなどを予定しており、特に建設

情報化の事例については、日本だけでなく各国の取

り組みや国際的な動向も含めて幅広く豊富な事例を

ご紹介しようと考えています。

書籍のタイトルはまだ未定ですが、今年中の発刊

を目指して準備を進めているところです。

どうぞご期待ください。

（標準部　XMLチーム）

XML交�換仕様�開発�プ�ロ�ジェ�クトチーム�

顧�問�   関�西�大学総�合情報�学部 田中助�教授�

リ�ーダー� JACIC建設�情報研�究所 近畿支�所長�

事�務�局� JACIC 標�準�部�
メンバー 建設分野の標準化エキスパート�

建設、CAD、XML、国際標準．．．�

河川GISの標準ソフト「河川基幹ＤＢシステム2.1.1」を開発
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JACICでは、Web上に存在する建設に関わる有用

な情報をより早く、より便利に活用できるようにポ

ータルサイト「建設総合案内所」を2001年４月より

オープンしておりますが、この度2002年５月より、

日本の建設事業者が海外で営業活動を行うにあたり

有用な情報が得られそうな海外サイトを収集し、

『海外サイト』として建設総合案内所へ新たにメニ

ューを加えました。現在の登録数や収集の対象とし

た国や地域、機関は右表の通りですが、今後も、ヨ

ーロッパや東南アジアを中心に収集を行い更なる充

実を目指していきます。

その他のメニューにつきましても、新規サイトの

登録や募集を随時行っておりますので、まだご覧に

なられていない方は、まずは、建設総合案内所：

http://www.jacic.or.jp/portal/ を訪れてみて下さい。 （情報管理部　副参事　吉田吉孝）

建設総合案内所『海外サイト』
～　海外発注工事情報　～

Repis【Regional Planning Information System

（地域整備情報システム）の略称】とは、地域の資

源や創意工夫を活かした地域づくりに資する各種情

報を収集し、総合的に情報提供することにより、地

域づくりの取り組みを支援するシステムです。本シ

ステムは、国土交通省総合政策局事業総括調整官室

の監修のもと、JACICが開発しております。

Repisは、昭和62年に旧建設省内で地域整備情報

をオンラインシステムで提供することから始まり、

以来、システムやネットワーク環境の改良及び情報

内容の追加を行いながら現在に至っています。さら

に昨年の12月には、Repis提供情報をインターネッ

ト上で一般公開するようになりました。

Repisでは、主に以下の情報を提供しております。

１）地域づくり最新情報

国土交通省各地方整備局等の地域づくりに関

するホームページとリンク

２）地域整備プロジェクト情報

全国約3,200件の地域づくりに関連するプロ

ジェクトを掲載

３）地域振興方針情報

全国自治体の総合計画の概略掲載とホームペ

ージにリンク

４）地域データ

全国の人口・産業・生活関連等の指標から、

地域づくりに関わる各種データを掲載

５）地域整備支援施策情報

国土交通省及び他省庁の地域づくりに関連す

る主要な支援施策（事業・制度）を紹介

６）季刊誌Repis

地域づくり情報誌としてJACICが発行してい

る「季刊誌Repis」をPDF化して掲載

現在、事業総括調整官室及びJACICのホームペー

ジにおける「Repis（地域づくり情報）」から直接ア

クセスできますので、ご覧下さい。

Repisトップページ

（研究第２部　主任研究員　鈴木弘之）

Repis
レ ピ ス

をインターネットにて一般公開

アメリ�カ� 199
北米�

国・機関別  登録サイト数�

カナダ� 4

イギリ�ス� 1
ヨーロ�ッパ� 

フラン�ス� 1

シンガ�ポー�ル� 1

韓国� 3

中国� 1

フィリ�ピン� 3

ブルネ�イ� 1

台湾� 1

アジア�

香港� 3

大洋州� オース�トラ�リア� 27

世界銀�行� 3

各地の�開発�銀行� 12

国連� 4

外務省� 3

国際機�関等�

ODA関連� 3

その他� ポータ�ルサ�イト� 4

JACIC通信



標準叢書

JACICニュースの2002年９月号より、JACICが発行する建設情報標準叢書の一覧表を掲載します。�

販売は大成出版社（TEL 03－3321－4131、URL：http//www.taisei-shuppan.co.jp）で行っております。�

No. 書 名� 版� 発行日� 定価� 

(消費税�込み�)
監修�

1 土木設�計業�務の�電子�納品�要領（案）� 平成�13年�8月版� 平成�13年�9月�20日� 1,470円�
国土交�通省� 

大臣官�房技�術調�査課� 

2 工事完�成図�書の�電子�納品�要領（案）� 平成�13年�8月版� 平成�13年�9月�20日� 1,890円�
国土交�通省� 

大臣官�房技�術調�査課� 

3 CAD製図�基準（案）� 平成�14年�7月改�訂版� 平成�14年�8月�10日� 2,625円�
国土交�通省� 

大臣官�房技�術調�査課� 

4 地質調�査資�料整�理要�領（案）� 平成�14年�7月改�訂版� 平成�14年�8月�10日� 2,940円�
国土交�通省� 

大臣官�房技�術調�査課�

5 河川基�盤地�図ガ�イド�ライ�ン（案）� 第�2.1版� 平成�14年�5月�15日� 1,260円�
国土交�通省� 

河川局�河川�計画�課�

6 
河川基�盤デ�ータ�ベー�スシ�ステム� 
標準仕�様（案）�

第�2.1版� 平成�14年�5月�15日� 1,260円�
国土交�通省� 

河川局�河川�計画�課� 

7 デジタ�ル写�真管�理情�報基�準（案）� 平成�14年�7月改�訂版� 平成�14年�8月�10日� 945円�
国土交�通省� 
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７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】

２日　CADデータ閲覧ソフト（SXFブラウザVer２）

の無償公開について （大臣官房）

12日　東京湾アクアラインの社会実験に伴う料金引き

下げについて （道路局）

22日　e-BISCサーバを使用した仮想案件による模擬入

札練習参加者の募集について

（大臣官房）

【地方建設情報】

３日　愛知県内の国道ではじめてコンポジット舗装を採

用し、環境に配慮した道路づくりをめざします。

［中部地整］

４日　近畿が目指す社会像とみちへの「提言」もとまる

［近畿地整］

15日　全国で初めての旅客船運航情報提供システム

「みなとナビHiroshima」の運用を開始します

［中国地整］

16日　「早稲田一丁目堤防補強工事」及び「中ノ川第

六砂防堰堤工事」の入札時VE（総合評価方式）

の試行について ［関東地整］

24日　CALS/EC地方展開アクションプログラム－四

国地方版－概要 ［四国地整］

26日　仙台地域水循環再構築アクションプログラムの

策定について ［東北地整］

【公募情報（国・公団等）】196件

【公募情報（地方公共団体）】591件


