
＊継続教育制度

土木学会では、社会資本整備に係わる土木技術者が種々の

講習会、研修会、講演会、シンポジウムなどの受講や活動成

果の発表などを通じて、継続的に自己の知識・技術の幅を広

げるとともに、常に倫理観の涵養に努め自らの責任において

技術的に的確な判断を下し、適正に業務を実施することによ

って技術者としての社会的使命を果たせるようにすることを

目的に平成13年４月に設けた教育制度。
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ニュースと解説

JACICは、去る平成14年11月14日（木）13:00

から、第４回建設情報研究所発表会を健保会館は

あといん乃木坂（東京都港区南青山）に於いて開

催しました。

本研究発表会では、以下に示すようにJACICの

研究活動等と平成13年度の研究助成事業として実

施した研究成果の一部について、当センターの賛

助会員の皆様をはじめ関係各位及び広く一般の皆

様にご報告しました。なお、本研究発表会は土木

学会CPDプログラムとして認定されました。

当日は定員250名のところ267名と多くの皆様の

ご参加があり、その内30名の方が土木学会発行の

継続教育記録簿をお持ちいただき証明印を押印し

ました。

ご熱心な聴講をいただき、本誌面をお借りして

御礼申し上げます。

当日ご都合により、

本発表会にご参加あ

るいはお申し込みい

ただけなかった賛助

会員の皆様には、発

表会で使用した資料

集１部を送付いたし

ました。

JACICは継続教育

制度の趣旨に賛同し、今後JACICが主催する研究

発表会やセミナー等を継続教育プログラムとして

認定を受け、提供することにより、建設分野の情

報化推進を支援して参ります。ご案内については

ホームページ等でお知らせします。

（企画調整部　参事　徳重政志）

挨拶する今岡建設情報研究所長

研究課題発表

○XMLの建設分野への導入と今後の展望に関する調査 建設情報研究所　近畿支所長　益倉　克成

○ネット社会の中でマルチプラットフォームを目指したシステムの提案

研究第一部積算システムセンター　主任研究員　岩崎　邦浩

○道路GISの検討 研究第二部　主任研究員　鈴木　弘之

○地域防災計画の電子化に関する調査 研究第三部　研　究　員　阿部　　融

○電子入札コアシステムの開発 CALS/EC部　次　　長　西岡　誠治

○CORINS/TECRISにおいて用いる発注機関コードの階層構造 CORINSセンター　参　　事　各務　誠一

平成13年度研究助成事業報告

○社会資本管理のためのインフラ会計 京都大学大学院工学研究科土木工学専攻　　教　　授　小林　潔司

○RTK-GPSを利用した「リアルタイムGIS」導入による電子地図管理の効率化に関する調査研究

金沢工業大学工学部環境システム工学科　　教　　授　鹿田　正昭

第４回建設情報研究所研究発表会を開催
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CALS/EC MESSE 2003開催のご案内
CALS/ECおよび建設ITの展示会・セミナー

CALS/ECコーナー

国土交通省の推進するCALS/ECは、ITを活用

して業務部門をまたぐ情報の共有・有効活用を図

ることを目的とした一連の施策によって構成され

ています。

「電子入札」について2003年に国土交通省の直

轄事業への全面導入が予定され、また電子納品対

象の工事も順次拡大されるなど、いよいよ本格的

な普及期を迎えています。

このような状況の下で、地方自治体を含む広範な

発注担当機関や建設関連業の方々において、

CALS/EC並びに建設ITに関わる最新の技術・製品・

動向等の情報に対するニーズが高まっています。

そこで「導入から普及へ」をテーマにú日本建

設情報総合センター（JACIC）では、ú港湾空港

建設技術サービスセンター（SCOPE）との共同

主催により、CALS/ECの普及啓蒙を目的とした

展示会・セミナー「CALS/EC MESSE 2003」を

開催することとしました。

「CALS/EC MESSE 2003」は2002年１月30日

に開催された「CALS/EC国際シンポジウム及び

展示会」に続く第２回目の開催となるものです。

前回来場頂いた方々から寄せられた声にお応え

して企画の充実に努めるとともに、展示会につい

ては会場規模を拡大し、会期を２日間に延長する

こととしました。

◆開催概要◆　　　　　　　　　　　　　　　　　

●主催：JACIC、SCOPE（共同主催）

●後援：国土交通省（予定）

＜セミナー＞

CALS/ECの普及展開をテーマに地方自治体に

おけるCALS/EC先進事例の紹介及び建設業界に

おけるCALS/EC導入の現状と課題等に関する講

演を予定しています。

また特別講演として、米国でのCALS推進に長

く関わってこられたキッドウェル氏（マンテック

社副社長）をお招きして講演頂く予定です。

●開催日：2003年１月24日（金）

●会　場：サンシャインシティプリンスホテル（池袋）

●定　員：380名

●参加費：5,000円

＜展示会＞

地方自治体などのCALS/EC導入の推進や、建

設業におけるITの普及等を目的として、地方自

治体及び建設分野向けIT技術・製品並びに

CALS/ECソリューションに関する出展社による

展示ゾーンや、主催者によるCALS/EC体験ゾー

ンの設置を予定しています。

●開催日：2003年１月23日（木）～24日（金）

●会　場：サンシャインシティ文化会館（池袋）

●見込み出展社数：70社（前回実績56社）

●見込み来場者数：10,000人（前回実績4,744名）

●来場対象：地方公共団体、建設コンサルタン

予定者　　ト、総合建設業、専門工事業、設

計事務所ほか

●主な出展：CALS/EC関連ソリューション、

ジャンル　自治体向け各種システム、建築／

土木／測量CAD、各種管理支援

システム（ドキュメント／予算／

工程／現場他）、GIS、ネットワ

ーク関連システムほか

＜出展についての問い合わせ先＞

CALS/EC MESSE 2003運営事務局（プロプラン

内）

TEL：03-5348-5881

FAX：03-5348-5880

E-MAIL：cals@proplan.co.jp

（CALS/EC部　主任研究員　平山政裕）

前回CALS/EC MESSE 2002より
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JACIC便り

建設総合案内所リニューアル
～信頼性のある活きた建設ポータルサイトを目指して～

Web上に存在する「有用な情報」をより早く、

より便利に活用できるようにと、2001年４月から

スタートした建設総合案内所は、お陰様をもちま

してアクセス数が10万件、登録サイト数が5,000

を超えるサイトにまで成長することが出来まし

た。さらに信頼性のある活きた建設ポータルサイ

トを目指すべく、新規メニューとして最近１ヵ月

間に登録したサイトの中から特に紹介する「新規

登録注目サイト」や、最近１ヶ月間で特にアクセ

スの多かったサイトを紹介する「アクセスランキ

ング トップ５」を加えました。

建設総合案内所（http://www.jacic.or.jp/portal/）

は、皆様からの情報提供で成長していくサイトで

す。有用な情報がありましたら「サイト登録」ボ

タンよりお申し込み下さい。

（情報管理部　副参事　吉田吉孝）

建設総合案内所TOPページ

「建設情報標準化セミナー2002」開催報告

当センター主催の第３回建設情報標準化セミナ

ーがホテル海洋において、10月24日（木）に下記

のとおり開催されました。

当日は、朝からの雨天にもかかわらず建設情報

標準化委員会関係者、国・自治体の建設行政担当

者及び建設業界関係者等から昨年を上回る約200

名の参加があり、会場は終始満席状態が続き、参

加者はあくびをする間もないほど講師の熱弁に引

き込まれていました。

このセミナーの目的は、建設情報標準化の諸活

動について広く関係者にお知らせし、理解を深め

ていただくことにあり、当センターに標準部及び

建設情報標準化委員会が設置された平成12年度か

ら毎年開催されています。

今回はテーマを標準化の果たす役割として、下

記のプログラムの演題に沿って、各講師からそれ

ぞれの立場で講演していただきました。講演の中

で柴崎教授には、今後の日本における建設情報標

準化の進め方に関する考察と新しい見解という、

今後の方向性に関わる話をしていただき、鎌田課

長には、測量成果電子納品要領の検討経緯と測量

成果電子化による測量行政サービスの向上などに

ついて、橋本社長には、CADデータ交換標準

（SXF）の開発、普及及びISO標準との調整等に

ついて、また、これが果たした業界へのインパク

トについて、それぞれ講演をいただきました。ま

た、当センター標準部の塚原部長が、建設情報標

準化委員会の設立、その理念及び建設情報に関わ

る標準化の活動など委員会の全般的な話につい

て、同じく河内主任研究員が、建設情報標準化委

員会傘下のコード小委員会における建設情報標準

分類体系（JCCS）の策定とは何かについて、そ

れぞれ講演しました。

特に、今回は建設情報標準化委員会傘下の４つ

の小委員会（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）に関

係しておられる委員等を講師にお願いしましたの

で、参加者には建設情報標準化の諸活動に関して

幅広く理解を深めていただいたものと思います。

今後も標準部では、建設情報の標準化の推進に

取り組むとともに標準化活動の広報に務めていき

たいと思います。
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記

日　時：平成14年10月24日（木）13:00～16:50

場　所：ホテル海洋（東京都新宿区百人町2-27-7）

参加者：202名

主　催：ú日本建設情報総合センター

プログラム

13:00～13:05   主催者挨拶　

豊田 高司　理事長

13:05～14:00 建設情報標準化の進め方

柴崎 亮介　東京大学空間情報科

学研究センター教授

14:00～14:30 建設情報標準化委員会の理念

塚原 弘一 標準部部長

14:30～15:15 測量成果電子納品と測量行政

鎌田 高造　国土地理院企画部測

量指導課課長

15:15～15:30 （休　憩）

15:30～16:15 SXFのISO準拠への過程

橋本 洋光　㈱ダイテック社長

16:15～16:45 日本版建設情報分類体系

河内　康　標準部主任研究員

16:45～16:50 閉会挨拶　　

今岡 亮司　理事

＊講演のパワーポイント等はJACICホームペー

ジの「JACIC事業案内」の中の「標準化」

（http://www.jacic.or.jp/hyojun/seminar2002

report.htm）をご覧ください。

（標準部　山本　翔）

平成14年度情報化月間記念講演会を開催

国土交通省においては､一般国民に情報化に対

する正しい認識と理解を醸成していくことを目的

に、内閣府、総務省、財務省、文部科学省、経済

産業省とともに毎年10月１日からの１ヶ月間を

「情報化月間」と定め､情報化の啓発､普及のため

の行事を実施しています。

今年度からJACICは、国土交通省及び(財)運輸

政策研究機構とともに、当該月間行事のひとつで

ある記念講演会を主催することし、去る平成14年

10月22日（火）に中央合同庁舎２号館講堂（東京

都千代田区霞が関）において下記の内容で開催い

たしました。

○基調講演

「移動通信が切り拓くモバイル・マルチメディア社会」

立川　敬二氏：㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ

代表取締役社長

○講　演２

「公共事業分野におけるCALS/ECの推進」

寺川　　陽：ú日本建設情報総合センター

CALS/EC部長

○講　演３

「ITと交通～デマンド交通システムのモデル実験」

松永　博英氏：ú運輸政策研究機構調査室

主任調査役

当日は、全国から271名（定員300名）と多くの

皆様にご出席をいただきました。主催者を代表い

たしましてお礼申し上げます。来年度も同時期に

開催する予定ですので、ご期待ください。

なお、本講演会の講演資料は、ú運輸政策研究

機構のホームページ（http://www.jterc.or.jp/）

に掲載されています。

（企画調整部　参事　徳重政志）

寺川部長

セミナー報告
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JACIC通信

「2002最新建設技術ガイドブック」を発刊

JACICでは、最近５年間に評価・証明を受けた

技術を掲載した「2002最新建設技術ガイドブック」

を発刊しました。

本書には、次の３種類の最新技術を掲載してい

ます。

１）建設省が公募した課題に対し、民間が研究

開発した技術を評価して公表する「建設技

術評価制度」（平成９年度以降休止）。

２）民間において自主的に開発された技術を建

設大臣が認定した機関が審査証明して公表

する「民間開発建設技術の技術審査・証明

事業」（平成13年１月６日廃止）。

３）民間において自主的に開発された新しい建

設技術を建設技術審査証明協議会の会員で

ある国土交通省所管の14の公益法人が技術

審査及び証明を行い公表する「建設技術審

査証明事業」（平成13年１月10日設立）。

平成13年度には「建設技術審査証明事業」によ

り89技術が審査証明されましたが、このうち59技

術を掲載しています。

当書籍は、全国主要書店及び政府刊行物取扱所

でお求めいただけます。書店等で注文される場合

は、「東京官書普及㈱取扱いの書籍」と言ってく

ださい。また、当センターへ直接お申し込みされ

ても、お求めいただけます（送料が別途かかりま

す）。

なお、本年度から定価を改定し、お求め易い価

格で提供しています。

○定価：本体1,429円＋税

○問い合わせ先：企画調整部

TEL.03-3584-2404 FAX.03-3505-2966

（企画調整部　参事　柳沢成一）

特集「建設分野における情報システム連携」

国土交通省が推進するCALS/ECは、ITを活用

したデータの標準化と共有・有効利用を通じて、

公共事業業務プロセスの革新（BPR）に資するた

めの取組みと言えます。このCALS/EC推進のた

めには、計画・調査、設計、工事、維持管理の各

プロセスでの各種情報を、インターネットで結ば

れた情報共有統合データベースを通じて様々なシ

ステム間で相互に流通させること、言い換えると

情報の相互運用性を可能とすることが必要です。

この相互運用性を確保することにより、各プロセ

スにおける情報システムの連携が可能となり、業

務の効率化が高まりコスト縮減に繋がることは言

うまでもありません。

一方JACICでは、各種建設情報のデータベース

化を実施しています。特に、工事実績データ

（CORINS）については公共工事発注機関に提供

していますが、一部の公共発注機関や民間企業で

はこれらデータの活用した情報システムを連携さ

せる実施例も多くなってきています。

また、各段階での情報システムを連携させるた

めには、各種データを標準化し円滑に流通させる

ことが不可欠です。そのための有効技術とされて

いるのがXMLであり、各分野での適用に関する

研究・開発が実施されています。JACICでも

XMLの建設分野への利用のため調査・研究を実

施しているところです。

このような状況のもと、JACIC情報68号では標

「JACIC情報68号」を11月発刊

建設技術評価制度�
民間開発建設技術の技術審査・証明事業�

建設技術審査証明事業�

国土交通省及び認定機関・建設技術審査証明協議会が�
評価・証明した最近5年間の�

2002



本書は、日本国内で製品化され利用可能なＧＩ

Ｓソフトウェア・数値地図データ及びネットサー

ビスを俯瞰できる総合資料として、平成４年から

毎年刊行しており、今回は75企業・機関の330製

品を15のジャンルに分類して紹介しています。

より多くの選択肢をご提供し、目的・用途に合

ったGIS製品を見出すことが出来るように可能な

限り多くの最新製品を掲載しました。業務の参考

資料としてご活用ください。

①地図データ ：13企業・機関 / 31製品

②汎用GIS：34企業・機関 / 57製品

③WebGIS：22企業・機関 / 36製品

④埋設物管理：22企業・機関 / 37製品

⑤道路：15企業・機関 / 23製品

⑥都市・防災：15企業・機関 / 20製品

⑦河川：２企業・機関 / ４製品

⑧環境：３企業・機関 / ５製品

⑨農林：10企業・機関 / 11製品

⑩土地・税務：17企業・機関 / 29製品

⑪マーケティング：７企業・機関 / 11製品

⑫GPS・移動体：７企業・機関 / 10製品

⑬地図データ作成：13企業・機関 / 17製品

⑭その他：16企業・機関 / 26製品

⑮ネットサービス：８企業・機関 / 13製品

編集・発行：ú日本建設情報総合センター

建設情報研究所 研究第三部

本体価格：3,600円（税別）

サ イ ズ：A4判／546p

ＩＳＢＮ：4-89106-095-6

発行年月：2002.11

（研究第三部　主任研究員　佐々木博幸）
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「GISデータブック2002」を発刊
－日本の地理情報システムの紹介－

10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】

１日　平成15・16年度インターネット一元受付

の実施について （大臣官房）

17日　国土交通経済（平成14年７月・８月分）

の概況 （総合政策局）

23日　帯広など７地区で『都市圏活断層図』を

公表－活断層の詳細な位置を表示した地

図を作成－ （国土地理院）

【地方建設情報】

１日　平成15・16年度国土交通省直轄工事及び

測量・建設コンサルタント等業務に係わ

る競争参加資格の申請方法について

［東北地整］

２日　台風21号で大川ダム過去最大流入量を記録

過去最高の洪水調節効果を発揮

［北陸地整］

記を特集テーマとして、情報システムの連携に関

する国並びに関係機関及びJACICでの取組み、各

分野でのXMLの活用事例等を紹介しています。

JACIC情報のご購入および定期購読を希望され

る方は、当センター企画調整部（03-3584-2404）

までご連絡下さい。定価は1,050円/冊（税込み、

送料別）です。

（企画調整部　参事　徳重政志）
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関東地方センターでは、首都東京を中心とし産

業・人口の集中する首都圏の１都８県をその担当

地域としており、多様な行政需要を担う各都県と

の円滑な協力の元で業務を推進をしています。

また、関東地方センターはJACICの中枢機能を

担っている本部と同一場所に所在していることか

ら、情報の収集・加工・蓄積・提供、普及活動等

について本部と十分な調整と協力を行いながら進

めています。

したがって、関東地方センターは業務の取り組

み状況が他の地方センターと多少異なってはいま

すので、以下に地方センターとしての最近の主な

取り組みの幾つかを紹介します。

１．CORINS・TECRISの普及

平成13年４月、「公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律」が施行されました。

これに伴いCORINS対象工事の拡大が行われ

ることになり、関東地方センターでは各都県を

個別に訪問し法律の主旨と「CORINS対象工事

拡大」について周知・啓蒙を図ると共に、対象

工事拡大に伴う受発注者説明会開催にあたって

は各都県と国土交通省直轄工事事務所さらには

各都県の建設業協会を訪れ説明会開催の主旨説

明や市町村への周知等についての協力依頼を行

いました。

この結果、８月に１都８県の９会場で開催さ

れた「CORINS対象工事拡大説明会」には猛暑

の中、全国の参加者の21％に当たる６千人とい

う多数の関係者の参加を得、その目的が達成さ

れたところです。

２．建設副産物情報交換システムの普及

平成14年５月30日に完全施行された「建設工

事に係わる資材の再資源化等に関する法律」に

より、対象建設工事においては分別解体および

再資源化等が義務づけられることとなりました。

JACICでは、建設リサイクル法の本格施行を

間近に控えた平成14年４月１日から、「建設副

産物情報交換システム」の運用とサービス提供

を開始しました。

関東地方センターは、１都８県の産業廃棄物

協会を訪問し建設リサイクル法の趣旨について

説明すると共に「建設副産物情報交換システム」

の優れた機能について説明し、協会員のシステ

ム登録への協力依頼をするなど、その普及に努

めているところです。

３．CALS/ECの地方展開支援

「CALS/EC地方展開アクションプログラム」

においては、全国の地方自治体のCALS/EC導

入の最終的な目標年次を2010年度としており、

今年度に入り全国的に各都道府県の導入機運が

大きく盛り上がってきています。

関東地方センターでは、昨年度から今年度に

かけて地域内の都県庁を個別に訪問しアクショ

ンプログラムの策定計画や市町村との連携等に

ついて意見の交換を行ってきています。

関東地方センターとしては、関東地方

CALS/EC推進協議会とも歩調を合わせなが

ら、今後とも各自治体へのCALS/ECの円滑な

導入に向けて努力していくこととしています。

（関東地方センター長　表　次雄）

関東地方センター活動報告

地方センターコーナー

17日　携帯情報端末（PDA）を用いた飛鳥地域

における歩行者・自転車ナビゲーション

の試行運用について ［近畿地整］

18日　「愛知の道づくりへの提言」について

［中部地整］

22日　無線LANで高速インターネットに無料接

続～関東初！道の駅「しょうなん」で10

月25日よりサービス開始～ ［関東地整］

29日　「平成14年度建設リサイクル推進奨励表彰」

の選考結果及び表彰式の開催について

［東北地整］

【公募情報（国・公団等）】216件

【公募情報（地方公共団体）】476件



１．CALS/EC推進室<体験コーナー>

2000年4月のCALS/EC推進室開設以来、発注

者及び受注者（四国地整、四国４県、建設会社、

コンサルタント会社等）、延べ450名を超える多く

の方々に電子入札や電子納品を体験していただい

ております。

体験コーナーでは、電子入札体験システム、電子

納品支援ソフト、SXF対応CAD等を利用し、実

際の流れを体験することができますし、

CALS/ECインストラクター・エキスパートの資

格をもつ職員がわかりやすく指導いたします。

また、四国地整や県及び建設関連協会が主催す

る講習会開催への講師派遣等の協力は50回を超

え、延べ6500名を超える方々にご参加いただいて

おります。

２．ホームページによる情報提供

四国地方センターのホームページを2002年5月に

開設しました。 http://www8.ocn.ne.jp/̃jacicsk/

四国地方におけるCALS/ECの動向をいち早く

入手し、皆様に役立つ情報をお伝えしていきます。

四国地整及びJACICが主催する講習会の案内や資

料、体験コーナーの利用状況等も掲載しています。

今年1月に開催した講習会では最新技術を導入

し「インターネットライブ中継」を実施するなど、

インターネットを利用した新たな取り組みを行っ

ています。

3.「くらしと技術の建設フェアin高松」

11/22,23に「くらしと技術の建設フェアin高松」

が香川県高松市のサンメッセ香川で開催されまし

た。当センターのブースでは、CALS/EC体験、

CORINS、TECRIS、土木積算システム、建設副

産物情報交換システム、GISなどの紹介をしまし

た。

初めての方にもわかりやすい説明を心掛けていま

す。（上は建設フェアのパンフレット。）

（四国地方センター　CALS/EC担当　小田嶋知行）

標準叢書
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（TEL03－3321－4131、URL:http://www.taisei-shuppan.co.jp）で行っております。�

No.

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7

監修�

国土交通省大臣官房技術調査課�

国土交通省大臣官房技術調査課�

国土交通省大臣官房技術調査課�

国土交通省大臣官房技術調査課�

国土交通省河川局河川計画課�

国土交通省河川局河川計画課�

国土交通省大臣官房技術調査課�

定価�
（消費税込み）�

1,470円�

1,890円�

2,625円�

2,940円�

1,260円�

1,260円�

945円�

版�

平成13年８月版�

平成13年８月版�

平成14年７月改訂版�

平成14年７月改訂版�

第2.1版�

第2.1版�

平成14年７月改訂版�

発行日�

平成13年９月20日�

平成13年９月20日�

平成14年８月10日�

平成14年８月10日�

平成14年５月15日�

平成14年５月15日�

平成14年８月10日�

書　名�

土木設計業務の電子納品要領（案）�

工事完成図書の電子納品要領（案）�

CAD製図基準（案）�

地質調査資料整理要領（案）�

河川基盤地図ガイドライン（案）�

河川基盤データベースシステム標準仕様（案）�

デジタル写真管理情報基準（案）�

２００２.１２月号
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