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明けましておめでとう
ございます。
皆様には、日頃より私

どもJACICの業務に対し
温かいご指導、ご支援を
賜り、厚くお礼申し上げ
ます。
さて、昨年を顧みます

と、サッカーワールドカ
ップでの日本代表の活躍、
小柴氏と田中氏のノーベ
ル賞の受賞というような
明るい話題もありました

が、社会経済情勢は依然厳しい状況にあった年でした。
情報の分野では、最近の変化の激しいIT化の流れの

中で、高速インターネットであるブロードバンドの普
及とあらゆる場所であらゆる人が情報を利用できるユ
ビキタス環境の形成が進行しています。このような状
況を踏まえ、今年もJACICでは、建設分野における情
報化の進展のために、建設情報システムの調査研究開
発、建設情報の提供、情報化の啓発・普及等について
積極的に活動して参ります。
ここで、JACICの業務についていくつか述べさせて

いただきます。
まず、「JACICホームページ・JACIC NET」につきま
しては、昨年、JACICセミナー、CALS/EC講座、建
設情報研究所研究発表会等の動画配信を開始しまし
た。今年もさらなる充実を図ってまいりますので、よ
り一層のご利用をお願い申し上げます。
情報通信技術の活用により業務部門をまたぐ情報共

有の有効活用を図ることを目的としている「CALS/EC」
につきましては、国土交通省CALS/ECアクションプ
ログラムの実現に向けて、電子調達や電子納品等の着
実な実施を支援するとともに、地方公共団体への普及
促進を図ります。特に、電子入札については、（財）
港湾空港建設技術サービスセンター（SCOPE）と共同
で開発した「電子入札コアシステム」をさまざまな公
共発注機関に共通の道具として使っていただけるよう
努めます。

入札･契約業務を支援するために構築した「CORINS/
TECRIS」につきましては、昨年10月から登録を開始
しました「請負金額500万円以上2,500万円未満の
CORINS工事情報」の発注者への提供を、今年２月か
ら開始します。工事カルテ／業務カルテの登録および
お問い合わせは、JACICで受け付けておりますので、
引き続きのご利用をお願いいたします。
「自治体版新土木工事積算システム」につきまして

は、現在、着実に普及しつつあります。このシステム
は、対話方式で設計書が組めるほか、基準の改訂に速
やかに対応できるうえ、省力化が可能なものとなって
おります。また、昨年６月より開始したインターネッ
トを利用した積算システム情報サービスは、公的機関
および民間企業の多くの方にご利用いただいておりま
す。皆様方のさらなるご活用を期待しております。
「建設副産物情報交換システム」につきましては、

公共事業分野において貴重な資源の再利用を促進し、
循環型の資源利用に寄与しようとするものであり、昨
年より本格運用を開始しています。今後とも、この目
的に沿い、情報交換システムの充実を図って参ります。
「地理情報システムGIS」は、台帳、統計、画像な

どの各種情報を地図上で統合的に管理するものであ
り、公共施設の効率的な建設・管理を行うにあたって
不可欠なシステムとなってきています。JACICといた
しましては、公共事業部門へのGISの普及に積極的に
取り組んで参ります。
私たちの業務が情報化して行くにあたり重要なこと

は、情報を容易に交換できること、そして確実に共有
できることであります。このためには、システム間で
情報を統合的に利用できる環境づくりが必要でありま
す。JACICは、情報の「標準化」という大きな課題に
取り組んで参ります。
JACICは、今後とも、建設分野における建設マネジ

メント技術の向上を図るため、建設分野の情報化に関
する諸事業を展開していく所存でございますので、引
き続きより一層のご指導とご支援をお願いいたします。
終わりに、皆様の益々のご健勝とご発展を祈念いた

しまして、西暦2003年、平成15年の新春のご挨拶とさ
せていただきます。 （理事長　豊田高司）

新年のご挨拶

ニュースと解説

理 事 長

豊田 高司
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CALS/ECコーナー

平成13年10月より運用を開始した国土交通省の電子

入札システムは、単一の認証局を前提としており、国

土交通省職員の認証業務を受託した業者が受注者（応

札者）の認証も行っています。平成14年６月提供開始

の電子入札コアシステムVer.1についても、対応する

認証局は１社のみでしたが、平成14年10月提供開始の

Ver.2では、複数認証局と政府認証基盤（GPKI）に対

応することとしました。

１．コアシステムの電子認証対応

コアシステムVer.2では、受注者は電子入札コアシ

ステムに対応した民間認証局（コアシステム対応認証

局）が発行する証明書（ICカード）を利用することに

なります。一方、発注者は政府認証基盤（GPKI：

Government Public Key Infrastructure）の府省認証

局が発行する証明書（ICカード）を利用できます。

（1）複数認証局対応

受注者は、複数あるコアシステム対応認証局（現在

８社が準備中）から発行された証明書（ICカード）が

１枚あれば、コアシステムを導入したすべての公共発

注機関の電子入札に利用することができます。また、

各認承局間の競争により、サービス向上と価格低減が

期待されています。

（2）GPKI対応

コアシステム対応認証局は、GPKIのブリッジ認証

局（BCA：Bridge Certificate Authority）に接続し、

府省認証局との間で相互認証を行っています（お互い

に信頼関係を結んでいます）。よって、発注者と受注

者がお互いに、BCAを介して、相手の証明書の有効性

検証を行うことが可能となりました。

（3）LGPKI対応

地方公共団体における組織認証基盤（LGPKI：

Local Government Public Key Infrastructure）の

BCAがGPKIのBCAと未接続であることから、コアシ

ステムでのLGPKI対応は、次期バージョン以降の予定

となっています。しかし、それ以前にコアシステムを

導入したい地方自治体もあることから、コアシステム

では、複数認証局対応の一環として、コアシステム対

応認証局が事前にお互いを信頼し合うマルチトラスト

方式を採用しています。これにより、発注者でも

LGPKIに依らずコアシステム対応認証局が発行する証

明書（ICカード）を利用できます。

２．今後の予定

平成15年４月からの国土交通省の電子入札システム

は、コアシステムVer. 2をベースとしたものとなりま

すので、国土交通省職員は国土交通省認証局が発行す

る証明書（ICカード）を、受注者はコアシステム対応

認証局が発行する証明書（ICカード）を使用すること

になります。

なお、コアシステム対応認証局各社の準備も進んで

きており、既にサービスを開始した認証局もあります。

電子入札コアシステム開発コンソーシアムのホームペ

ージ（［一般向け情報］－［複数認証局］）に「コアシス

テム対応認証局お問い合わせ先一覧」（各社のURL，

E-Mail，TEL，FAX）を掲載しましたので、ご利用下

さい。

（CALS/EC部　研究員　川崎　康）

電子入札コアシステムにおける電子認証
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JACICでは、国土交通省の委託を受け進めている

CADデータ交換標準SXF１）の開発業務の一環として、

他国のプロジェクトとの調整、情報収集及び国際標準

としての認知を深めることを目的に、ISO/STEP国際

会議へ積極的に参加しています。本会議は、建設を含

む製造業全般におけるプロダクトデータの国際標準規

格を審議・策定するために、年３回のペースで開催さ

れている国際会議です。

今回は韓国ソウルにおいて11月３日から11月８日に

かけて開催され、17ヶ国から計138名が参加しました。

本稿では、上記会議の参加概要について報告いたしま

す。

１．会議内容

JAC ICからは喜多河理事以下5名が建設部門

（Building&Construction）チーム会議（T22）に出席

し、議論・報告を行いました。このチームは、建設分

野を対象として、CADデータ交換を中心に、規格開発

やその実用化に向けての議論を行っています。参加国

は、アメリカ、イギリス、オランダ、韓国、ドイツ、

ノルウェー、フィンランド及び日本の８ヶ国でした。

１.１　CADデータ交換標準について

日本よりCADデータ交換標準の活動状況として以下

の報告を行いました。

・SXF Ver3.0において、図面管理用情報や数量算出

用情報など２次元図面を有効利用するための仕様

を策定中であること。

・道路分野を対象に、プロダクトモデルのプロトタ

イプを検討中であること。

前者に関連して、STEPのエキスパートより線分や

円などの幾何図形に情報を付加するための解決方法が

提案され、参加国の合意文書としてまとめられる予定

です。また、地図等の画像データの貼り付けについて

も仕様案が提案され、大きな進展となりました。

他国からは、ドイツの“STEP-CDS”、韓国の

“KOSDIC”の各CADデータ交換標準化プロジェクト

の活動報告が行われました。各国においても着実に進

んでいる旨を認識しました。

また、今回は日本における電子入札を含む

CALS/ECの現状を報告したところ、参加者の関心を

呼び、次回会議にて「電子調達に関する各国の動向」

について相互に紹介するセッションを設けることにな

りました。

１.２　IAIジョイントミーティング

建築分野を中心に標準化を進めている国際的な民間団

体であるIAI（International Alliance for Interoperability）

の標準規格IFC2xをISOに取り込むための投票が、今

会議までに行われ、承認されました。これで、３年間

有効なPAS（Publicly Available Specification）と呼ば

れる公式文書となり、正式な標準規格（IS）を目指し

て仕様の見直しが行われることとなりました。

１.３　国際的な標準辞書の策定に向けた取り組み

建設分野で共通的に利用される電子カタログデータ

についての各国の取り組みが報告され、各国の連携の

ために用語やプロセスを標準化する標準辞書（マスタ

ーディクショナリ）の必要性が認識されました。

２．韓国におけるCALSの取り組み

会議の最終日である８日には、日本の国土交通省に

あたる韓国建設交通部（MOCT）ならびに日本の土木

研究所にあたり、本会議参加者でもある韓国建設技術

研究院（KICT）を訪問し、両国のCALS/ECの現状と

動向について意見交換を行いました。

MOCTでは、行政の立場から、CALSの取り組みに

ついての紹介を受けました。法律に基づいて強力な推

進体制をとっているのが印象的でした。日本からは、

JACICの業務概要およびCALS/ECについての取り組

み概要の紹介を行いました。

KICTでは、韓国でのCALSの取り組みについて紹介

を受けた後、日本の取り組みについて紹介しました。

CADに関しては、今年度「建設CALS/EC標準指針」

を策定し、韓国建設交通部にて“KOSDIC”フォーマ

ットを採用予定とのことでした。

活発な質疑を通じて、両国では極めて類似した取り

組みがなされ、同様の課題・悩みを抱えていることを

お互いに認識することが出来ました。今後は、積極的

に両機関の交流を深めていくことについて、双方より

賛意が表明され、会議を終えました。

３．今後の予定

次回STEP建設部門（T22）会議は来年６月にドイ

ツのシュツッツガルトにて開催される予定です。

（CALS/EC部　研究員　古澤俊一朗）

ISO TC184/SC4（STEP） ソウル会議参加報告

KICTにて

註１）Scadec data eXchange Format : ISO/STEP規格に基づいて異

なるCAD間のデータ交換を可能にするための仕様。
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ú日本建設情報総合センター（JACIC）は、ú港湾

空港建設技術サービスセンター（SCOPE）と共同で、

CALS/ECの普及啓蒙を目的とした展示会・セミナー

「CALS/EC MESSE 2003」を開催いたします。

展示会では前回を上回る約70社が２日間に渡って

CALS/ECに関連した最新のハード、ソフト技術を出

展します。また、２日目の午後開催されるセミナーで

はCALS/ECの普及をテーマに内外の有識者による講

演（下記プログラム参照）が予定されています。

CALS/ECに関する技術情報収集の絶好の機会かと思

いますので是非ご来場ください。

－セミナープログラム－

［基調講演］ 国土交通省　技監　大石 久和氏

「公共事業分野におけるCALS/ECの推進（仮題）」

［特別講演］ マンテック社（米国） 副社長

Robert S. Kidwell氏

「21世紀のCALS戦略」

＜講演１＞　　　　　　　東洋大学　教授　金子 彰氏

「効率・透明な行政のツール　CALS/ECの動向

－港湾を事例として－」

＜講演２＞ 静岡県　土木部長　山口 修氏

「電子入札システムの共同利用」 ～「静岡県

自治体電子入札コンソーシアム」の取り組み～

＜講演３＞ õ日本土木工業協会

CALS/EC部会副部会長 坂口 修司氏

「電子納品におけるCALS/EC導入の現状と課題」

＜セミナー＞

●開催日：2003年１月24日ª　13：50～16：50

●会　場：池袋サンシャインシティプリンスホテル

＜展示会＞

●開催日：2003年１月23日∫、24日ª　10:00～17:00

●会　場：池袋サンシャインシティ文化会館２F

（HP http://www.cals.jacic.or.jp/event/2003/）

（CALS/EC部　主任研究員　平山政裕）

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

JACICでは、国土交通省道路局道路防災対策室の主

管のもと、道路業務の高度化の実現とITSや防災シス

テム等への情報提供を行うため、情報の効率的な交

換・共有・連携を可能とする基本的な道路情報基盤の

構築を目指す「道路GIS」に取り組んでいます。

現在、道路基盤データ製品仕様書（案）及び道路

GIS運用ガイドライン（案）の作成を進めると共に、

道路基盤データの作成実験を行っていますが、道路基

盤データの品質のあり方や道路GISの運用及び利活用

については大きな検討課題となっています。一方、欧

米諸国では既に道路GISに類似するシステムが稼働し

ていますが、その実態は明確になっていません。

そこで、今回JACICでは独自に調査団を組織し、欧

州の道路情報電子化先進機関を訪問してヒアリングを

行いましたので、その調査結果について報告します。

１．調査概要

１）目　　的：道路情報電子化に関する欧州先進国の

実態把握とわが国の道路GISへの適用

２）調査期間：平成14年10月23日～11月１日

３）訪問機関：下表の５機関

４）調 査 団：JACIC研究第２部長柳澤団長、研究第

３部長堀野副団長、他８名の総勢10名

２．調査結果

最初にJACIC側から道路GISの概要について説明し、

その後、各機関の概要及び道路情報の電子化に関する取

り組み状況の説明を受け、質疑応答を行いました。以下

は、各機関の道路情報電子化概況をまとめたものです。

１）FinnraのDIGROAD

・DIGROADは、旅行案内、公共交通機関に対するサ

道路情報の電子化に関する欧州の動向
－道路GIS欧州事例調査報告－

JACIC便り

訪問国� 訪問機関� 調査概要�
ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ� Finnra DIGROADについて�

�ｽｳｪｰﾃﾞﾝ� SNRA NVDBについて�

ﾄﾞｲﾂ� BASt OKSTRAについて�

ｲｷﾞﾘｽ� Southampton ROMANSEについて�
ROMNSE Centre

Ordnance Survey 地図ﾃﾞｰﾀ作成・品質管�
理について�（英国の地理院）�
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ービス等を目的とする道路データベース

・1999年に調査開始、2001～2003年で構築予定

・フィンランドの全道路550,000kmを対象

・データ精度は１～３ｍ

２）SNRAのNVDB

・NVDBは、国内500,000kmの道路を対象とした基礎

的データベース

・今後３～４年かけて、地理院とNVDBのデータを重

ね合わせた道路ネットワークを完成予定

・データ精度は現在±10ｍであるが、今後±４ｍを目

標（車線の判別のため）

３）BAStのOKSTRA

・OKSTRAは、道路及び運輸に関するオブジェクトカ

タログの略称

・EXPRESS CTEフォーマットにより2000年に導入

・現在、XMLフォーマットにて、ビジネスプロセスカ

タログを策定し、オブジェクトカタログを策定中

・データ精度については、アウトバーン等市外の道路

は±５ｍであるが、市内の道路はcm単位

４）サザンプトン市のROMNSEプロジェクト

・ROMNSEは1990年に発足したITSプロジェクト

・現在、CCTV等による交通情報をセンターで集約・

提供し、渋滞緩和や公共交通の利用を促進

・サザンプトン市の通勤圏15～20マイルを対象

５）Ordnance SurveyのOSCARからITNへ

・1995年にベクターデータによるOSCAR（道路ネッ

トワーク地図）を作成

・2002年にOSCARを更新したITN（統合型交通ネッ

トワーク）の第１段階が完成予定

以上より、フィンランド、スウェーデン、英国の３

カ国は、わが国の道路GISのようにcm単位の道路情報は

取得せず、ｍ単位のネットワーク情報に留まっているこ

とが判明しました。また、ドイツのOKSTRAのみcm単

位ですが、進捗状況はわが国と大差なく、わが国の取り

組みは世界的にも先進的であることを確信しました。

但し、先の３カ国の取り組みは、国道や地方道等の

全道路を対象とし、浅く広く道路情報を取得する一つ

のアプローチです。従って、これらの情報内容や利活

用状況を整理することにより、わが国の道路GISにお

けるミニマムコアを検討していく上で十分参考となる

ものです。

（研究第２部　主任研究員　鈴木弘之）

11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。

【公募情報（国・公団等）】101件　　【公募情報（地方公共団体）】456件

北海道地方電子入札の状況

地方センターコーナー

北海道開発局の電子入札は、旧建設省より１年遅れ

で平成14年10月から60件程度、平成15年は平成14年度

の実施状況を勘案しながら、全ての工事及び業務で実

施することが平成13年12月に発表されました。

これを受け、北海道開発局及び建設業界各団体、

JACIC北海道センターでは説明会、体験型研修等を行

い準備を進めております。

① 「電子入札・電子納品説明会」

北海道開発局では、受注者に対して14年２月～７月

に７回説明会を行い、延べ2,450名が参加しました。

建設業界各団体では14年１月～７月に14回、延べ

2,820名の協会員等が参加しました。

② 「パソコンを使用した体験型研修」

受注者の要望により、体験型の研修が建設業界各団体

により行われ、受講者は一回20名程度、講師と補助者

４名体制により北海道の各地で14年７月～９月に13

回、延べ520名の協会員等が参加しました。

９月～12月にJACIC北海道地方センターで１週間に

１～２回、建設業各団体等に事前に案内して体験型研

修を行って来ました。

＊電子入札操作練習に関するアンケート調査結果

JACICで今年９月受注者の準備状況及び講習会に対

するニーズ把握のためアンケート調査をしました。

ａ）Web版チュートリアルを知っていた

全国50％　　　北海道74％

ｂ）Web版チュートリアルの体験をしたことがある

全国21％　　　北海道43％

アンケート調査結果より、北海道地方の練習環境へ

の認識度、参加意識が全国より高くなっています。

＊北海道開発局では、10月31日の札幌開発建設部をスタ

ートとして、電子入札が行われ、受発注者の慣れに

よる時間をロス、紙入札業者の登録時間等により従

来の入札より時間が掛かっていると聞いております。

＊北海道地方では、電子入札コアコンソーシアムの特

別会員として北海道、札幌市、釧路市、恵庭市、岩

見沢市が参加しており、岩見沢市は14年に電子入札
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のコアシステムを全国自治体に先駆けて採用してい

ます。

＊今後、電子入札採用の拡大に伴う支援が出来るよう

に北海道地方センターではコアシステム対応練習環

境も準備しています。

（北海道地方センター長　山中敏征）

北陸地方センターは、平成14年７月１日に新潟市市

役所前ビルに移転し、CORINS/TECRISの登録、問い

合わせ対応、CALS/ECの地方展開をはじめとする業

務を北陸地方を中心に展開しております。また、同日

よりホームページを開設し、情報提供を行っておりま

す。今後、更に内容を充実させ、北陸地方の普及広報

活動の一助となることを目指しております。

ホームページアドレス

http://www.jacic.or.jp/locality/hokuriku/index.html

●北陸地方センターCALS/EC推進活動

当センターのCALS/EC推進室では、CALS/EC地方

展開に向けて北陸地方公共発注機関並びに受注者への

支援業務を始め、普及広報活動を行っております。北

陸地方センターは、コアシステム版電子入札練習体験

はもちろん、CALS/EC全般、入札情報サービス等の

体験ができるようになっております。

CORINS登録、CALS/EC推進についての勉強会・

講習会等計画があれば、発注者・受注者・協会・団体

問わずお気軽にご相談ください。なお、当センター内

で講習会を行える環境も整っております。

（北陸地方センター　CALS/EC推進室副参事　佐野幸雄）

北陸地方センター活動状況報告

JACICからのお年玉�
元旦より、JACICホームページとJACIC NETでお年玉プレゼント実施中！�
ご応募をお待ちしています。�


