
(1) 詳細CORINSと簡易CORINS

CORINSセンターでは平成14年10月1日からCORINS

への登録対象範囲を拡大し、現在は請負金額500万円

以上2,500万円未満の公共工事についても登録を受け付

けています。

平成15年2月1日にはこの請負金額500万円以上2,500

万円未満の工事データも検索対象とした｢CORINS検索

システムVer.5.0｣をリリースし、公共発注機関への情

報提供を開始します。CORINS検索システムVer.5.0は

｢詳細CORINS(現在提供しているCORINS)｣と｢簡易

CORINS｣で構成されています。

簡易CORINSはCORINS検索システムVer.5.0から新

しく加わったデータベースです。

(2) CORINS情報の提供方式

公共発注機関へのCORINS情報の提供には「直接提

供方式」と「検索提供方式」があります。
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ニュースと解説

CORINS検索システムVer.5.0リリース
請負金額500万円以上2,500万円未満工事のCORINS情報提供開始

詳細CORINS

①請負金額2,500万円以上工

事について、竣工時情報で

建設会社の類似工事実績の

確認ができます。

②請負金額2,500万円以上工

事について、施工中の工事

情報で「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竣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

タなど）も蓄えていますの

で、より詳細に工事を検索

することができます。

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

績情報は含みません。

簡易CORINS

①請負金額500万円以上工

事について、建設会社の類

似工事実績の確認ができま

す。

②請負金額500万円以上工

事について、施工中の工事

情報で「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技術データは含みません

ので、施工延長などの数値

データを工事カルテに表示

することや検索条件として

使うことはできません。

表－1 詳細CORINSと簡易CORINSの特徴
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図－1 詳細CORINSと簡易CORINS

直接提供方式

・公共発注機関のサーバに

CORINSデータベースを

構築する方法です。サー

バへは毎週JACICからデ

ータを配信します。

・ユーザはサーバ内の

CORINSデータベースを

検索します。

・管内ユーザ（出先機関な

ど）の多い機関が採用し

ています。

検索提供方式

・端末としてのパソコンを

用意し、電話回線を経由し

て、JACIC内のCORINS

データベースを検索しま

す。通信回線はセキュリ

ティを考慮し、KDDIの

｢データオンデマンドサー

ビス｣を使います。

・管内ユーザ（出先機関な

ど）の少ない機関が採用

しています。

表－2 直接提供方式と検索提供方式の特徴
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(3) データ提供料金

データベースを詳細CORINSと簡易CORINSに分け

て提供することから、年間利用料も別々に設定していま

す。どちらか一方だけの利用も可能です。なお、市区町

村の年間利用料は、これまでの請負金額2,500万円以上

工事情報の提供で20万円だったものを、詳細CORINS

と簡易CORINSの両方を御利用の場合で4万円に値下

げしていますので、是非、導入を御検討ください。

（CORINSセンター 副参事　原田希樹）

表－3 CORINS年間利用料（平成15年4月1日より）

1．はじめに

JACICでは、CALS/EC推進の一環として、国際的

な電子文書の標準化を行っている国連の組織である

UN/CEFACTにおいて、国土交通省の支援・指導のも

と電子入札システムの国際標準化に取組んでいます。

また、これと並行して韓国、台湾、ベトナムなどアジ

ア各国に対して積極的に電子入札コアシステムの紹介

を行ってきました。

この度、近年めざましい経済成長の途上にある中国

の鉄道部（“部”は、日本の“省”に相当）より、実用

段階にある日本の電子入札システムを紹介してほしい

との要請がありました。これを受け「中国政府におけ

る電子入札コアシステム導入の可能性」を目的とした

調査を、昨年11月及び12月の2回にわたり実施しまし

たのでご報告します。

２．調査結果

（1）第1次調査（11月24日～28日）

第1次調査では、中国鉄道部をはじめ清華大学、在

中国日本大使館、JICA中国水利人材養成プロジェクト

において、コアシステムを中心に、日本における

CALS/ECの取り組みを紹介し、意見交換を行いまし

た。

中国鉄道部は、唯一政府が全国を統括するインフラ

である国鉄を所管しており、その調達規模は年間１兆

2000億円にもなる組織です。北京－上海の新幹線プロ

ジェクトも間近に控え、国際的に通用する調達方法を

採用したいという意向を感じました。特に、電子調達

システム導入の責任者からは、コアシステム導入に関

する具体的なビジネスの話をしたいとの強い関心を示

され、12月に鉄道部の各分野の専門家に対するより詳

しい説明会を開催してほしいとの要請がありました。

会議風景（第1次調査）

中国一の工学系大学として多くの人材を輩出する清

華大学やその他の訪問先では、中国における電子政府

及び公共事業の現状、中国ビジネスにおける留意点等

について貴重な助言をいただきました。

（2）第2次調査（12月15日～18日）

第2次調査では、事前にコアシステムの中国語訳パン

フレットや技術資料を準備し、中国鉄道部のIT関連技

術者及び入札業務担当者を対象とした説明会を開催し

ました。説明会では、電子入札チュートリアルによる

デモンストレーションを実施し、日中の入札制度の違

いやシステムの機能/アーキテクチャー等について、

活発な意見交換を行いました。

現在、説明会の結果を受け、中国側参加者間で問題点

等を整理した上、鉄道部上層部への報告を行う方向で

検討が開始されています。JACICとしても導入計画の

コンサルティング等、要請に応じて必要なフォローア

ップ作業を行っていく予定です。

中華人民共和国における
電子入札コアシステム導入に関する調査

CALS/ECコーナー
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中国語版パンフレットと説明会風景

３．今後の展開

JACICでは、CALS/ECで採用されるシステムの国

内標準化を進めると共に、可能な限り国際標準化に向

け取り組んでいくこととしています。このためパンフ

レットをはじめとする各種ドキュメントの英文化も行

っています。

また、8月には今回訪問した清華大学の土木水利学

院安教授が実行委員長をつとめる「建設IT国際会議」

の開催が予定されており、JACICにも参加の呼びかけ

がありました。このような場にも積極的に参加してい

きたいと考えています。

（CALS/EC部　主任研究員　米田晴彦、黒木秀一）

建設分野におけるXMLの活用事例
－XMLコラム｛第９回｝－

JACIC便り

本コラムでは、今までXMLの特徴やその利用の事例

を紹介してきましたが、今回は建設分野において活用

されている事例や計画中の事例について概観的に紹介

します。

今までのコラムでも紹介してきましたように、XML

は、アプリケーションに依存しないフォーマットであ

るため製造や流通などの他分野の関係者を含む広い範

囲の情報交換に適していること、アプリケーションの

陳腐化等に影響されないため構造物のライフサイクル

に亘る長期間の情報保存が可能なことや、インターネ

ット上での利用にも適しているため情報公開にも適し

ているなどの特徴により、CALS／ECを中心とする建

設分野の情報交換における活用が期待されています。

また、ＸＭＬの効率的な活用のためには交換する情

報の定義や関係などをあらかじめ関係者間で明確にし

ておく必要がありますが、ＸＭＬではDTDやXML-

Schemaと名付けられたスキーマという部分でこれら

を定義する機能を持っています。このため、情報交換

の関係者間や業界において、共通のスキーマを開発し

共通利用を図る作業が世界中で盛んに行われていま

す。XMLの活用にあたり、このような情報を共有しよ

うとする関係者間で情報の標準化を図り、これをもと

に、共通のスキーマを定め交換すべき情報の定義など

を共有化することが重要であります。こうすることに

よって、XMLの特性をフルに発揮することが出来ます。

以下に、XMLの活用事例や共通のスキーマ開発の事例

を示します。詳細につきましては、下記の書籍にわか

りやすく記述されていますので、参考にしてください。

１．CALS／ECにおける事例

入札情報サービス（ＰＰＩ）では、国土交通省の地

方整備局などの発注情報のデータをＸＭＬ化し共通の

サーバに収集し、統一的に検索を可能にしています

（第７回ＸＭＬコラム参照）。また、電子納品において

は成果の管理・検索が容易なように、「メタデータ」

ともいえる「管理項目」などをＸＭＬにより記述する

ことが定められています（第３回ＸＭＬコラム）。さ

らに、今後のＣＡＬＳ／ＥＣのさらなる推進のために

「共有統合データベース」、「施工維持管理支援プロジ

ェクトデータベース」、「工事情報共有データの標準化」

や「公共調達全体の様式の標準化」などが検討されて

いますが、これらの中の情報のＸＭＬ化が進められて

います。海外の事例としては、韓国のＣＡＬＳ／ＥＣに

おいてＸＭＬのによる仕様の策定が行われています。

２．ＣＡＤにおける事例

CADのデータ交換のための「VML」、「Ｘ３Ｄ」、

「SVG」、「gbXML」やCADデータに属性等を付加するた

めの「DesignXML」、「RedlineXML」などが開発されて

います。また、日本でCADデータの交換標準として開

発されている「SXF」においてもXML化が検討中です。

３．地理情報における事例

国土地理院の「数値地図2500」、データ交換のため

の「G-XML」「GML」（第５回XMLコラム）、位置情

報の表示のための「POIX」「GPX」や地図を重ね合わ

せるための「JaMaPS」（第２回XMLコラム）が開発

されています。また、メタデータの共通様式として国

土地理院による「JMP」があります。

４．道路・交通関係の事例

国土交通省の「道路GIS」、「RWML」、「道遊ネット」

や日本道路公団の高速道路のための「JHDM」がXML

を利用して開発されています。海外の事例としては、

ドイツの「OKSTRA」やアメリカのITSに関連した情

報提供のためのシステムが開発されています。
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５．その他の事例としては、防災情報の交換・提供の

ための「高知県総合防災システム」、アメリカなどに

よる測量データのための「LandXML」や主に建築関

係の情報共有のための「ifcＸＭＬ」,「aecXML」が開

発されています。

XMLは、今後の建設分野の情報化には欠かせないも

のと考えていますが、データの定義やデータ間の関係

を同時に保持しております。このことが、XMLの大き

な特徴でもある反面、データが大きくなるなどの課題

も有しています。適用範囲や目的などを考慮の上XML

の特徴を最大限引き出すための検討も必要です。

＜参考文献＞

（建設情報研究所　近畿支所長　益倉克成）

Webセミナー（動画配信）で研究発表会を配信開始
本紙No.160（2002.9月号）で紹介しましたように、

JACICでは昨年の７月５日からWebセミナー（動画配

信）を開始しました。これはJACICのホームページか

らご覧いただけ、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が得ることができます。

現在までに、JACICセミナーの９コンテンツ、

CALS/EC講座の２コンテンツを配信していますが、

この度、昨年の11月に開催しました建設情報研究所研

究発表会での次の２講演（研究助成事業報告）を追加

し配信を開始しました。

JACICホームページ（http://www.jacic.or.jp/）の

トップ画面にある「Webセミナー」のコーナーに新し

く追加しております。そこからアクセスできますので

ご覧下さい。今年度は、CALS/EC講座や標準化セミ

ナーの講演内容等を追加配信する予定です。来年度も

コンテンツの充実、追加を図って参ります。Webセミ

ナーに対するご意見、ご要望等がございましたら担当

（movieadm@jacic.or.jp）までお知らせいただきますよ

う宜しくお願いいたします。

なお、動画をご覧いただくためには“Real Player”

をプラグインしている必要があります。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バナーを用意していますので

ご利用ください。また、ご覧になるための推奨環境は、

次のとおりですので参考にしてください。
①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　潔司氏

② 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　正昭氏

CPU Pentium III 300Mhz 以上 メモリ　128MB 以上
HDD 100MB 以上の空きがあること
OS Windows98/Windows2000/WindowsMe/WindowsXP/MacOS9
ブラウザ Microsoft Internet Explorer5.5 以上

Netscape Navigator 4.7 以上
接続環境 56Kbps 以上

（企画調整部　参事　徳重政志）

第6回　建設情報標準化委員会の開催

２００３.２月号

e-Japan 電子政府の実現に向けて

建設業界のためのＸＭＬ

監修：（財）日本建設総合情報センター／益倉克成
編集：関西大学総合情報学部 助教授 田中成典
発行：工学社

第６回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）が平成14年12月18日（金）に霞ヶ関ビ

ルの東海大学交友会館「富士の間」において開催され

ました。

本委員会の議題は、「第5回建設情報標準化委員会議

事録（案）の確認」、「小委員会の活動報告」、「次期推進

計画の作成について」及び「建設情報標準化手続き要

領の作成について」の4件で、順次審議が行われまし

た。議題の中で最も活発な審議が行われたのが３カ年

推進計画の2年目に当たる「小委員会の活動報告」で、

事務局より概要等の報告を行い、小委員長が補足説明

を行った後、質疑応答が行われました。

〈コード小委員会（委員長：寺井千葉工業大学助教授）〉

今年度に基本コードである建設情報分類体系（JCCS）

のSWG原案を作成し、来年度はその原案の検討・開発

を行い、JCCS原案を作成する予定であるとの説明に

対し、委員長から大変な仕事であるが可能なものから

具体的な成果を出していくことが必要であるとの意見

がありました。

電子地図/建設情報連携小委員会

（委員長：柴崎東京大学教授）

今年度は「位置情報の標準案の策定」と「DM（デ

ジタルマッピング）データとCADデータ間の変換仕様

に関する検討」の2つのテーマの検討を行っており、



12月のニュースから

【公募情報（国・公団等）】61件　　　【公募情報（地方公共団体）】343件

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。

これによって電子納品された成果を地図上でクリック

すると見られるようになり、近い将来、位置情報を持

っているデータベースを同じ地図上で検索し、見られ

るようにしたいとの報告には、各委員の期待の大きさ

が感じられました。

成果品電子化検討小委員会

（委員長：島崎日本大学教授）

今年度は既に測量成果電子納品要領を策定し、現在、

電気通信設備の電子納品要領を策定中である。また、

その他のこれまで策定してきた電子納品要領・基準案

等については今後必要な改訂等を検討して行くとの報

告がありました。

また、国土交通省のHPにQ＆Aを掲載し、利用者の

便に供するとともに意見のフィードバックを図ってい

る旨の報告がありました。

CADデータ交換標準小委員会

（委員長：寺井千葉工業大学助教授）

SXFレベル2Ver3.0仕様開発とSXFレベル4実験仕様

の開発の2つの活動状況と来年度の予定等が報告され

ました。

以上が「小委員会の活動報告」ですが、その他の議

題「第5回建設情報標準化委員会議事録（案）の確認」、

「次期推進計画の作成について」及び「建設情報標準

化手続き要領の作成について」は、特に問題はなく

「小委員会の活動報告」とともに事務局原案が了承さ

れました。

委員長は都合により、予定時間の少し前に退席され

ましたが、最後に建設情報標準化は、ダムなどの構造

物とは違い成果が目に見えにくく大変であるが、次期

推進計画を考える際には、従来のやり方にこだわるこ

となく、確実に行えることを考えてもらいたいとの意

見がありました。標準部では今後も建設情報標準化の

大きな課題に取り組んでいきたいと思います。

（標準部　次長　山本　翔）

東北地方センターの活動状況報告

地方センターコーナー

平成6年11月、２人体制でスタートした東北センタ

ーも現在は10人体制。

発足当時は建設情報の総合的な提供支援を主な業務

としていましたが、現在はCORINS・TECRIS登録業

務の拡充、CALS／ECの地方展開支援、さらに発注機

関業務改善運用に関する支援等を主な業務として進め

ています。

特に、CORINS・TECRIS登録業務については数回

の改訂を経ていることもあり、「実績登録」をしてい

る企業の皆様への問い合わせ等に、最善の努力をして

います。

今後ともCORINS・TECRISの発注者、受注者の円

滑な活用・登録支援が図られるよう職員一同尽力して

参りますのでよろしくお願い申し上げます。

以下に昨年10月に開始したCORINS登録（500万以上）

の状況とお願い、さらにCALS／EC推進室の体験コー

ナーの充実について紹介します。

１）CORINS・TECRIS登録業務

平成13年4月に「公共工事の入札および契約の適正

化の促進に関する法律」が施行され、これに伴い

CORINS登録対象工事の拡大が行われました。このた

めJACICでは各県のご協力のもと、昨年末まで東北各

県において拡大工事の周知並びに登録時の留意点等に

ついて説明会を開催しました。おかげさまで6会場で

2,800人の方に参加いただきました。説明会の目的達成

ができたと思慮しております（2月5日：岩手県2回目

の説明会予定）。

また、国土交通省東北整備局においては、企画部、

並びに建政部が中心となり発注者における法律の趣旨

徹底から、CORINS登録義務付け、データ活用指導に

ついて年度内に会議等を通じ実施する予定です。

現時点での2,500～500万円登録実績は10月以降毎月

ほぼ700件（オンライン登録除く）の登録となっています。

年度末を控え登録件数もピークを迎えます。例年、

年度末の登録データにはミスデータが多く見られま

２００３.２月号
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す。発注者の万全な確認を頂き実績登録くださるよう

お願いします。

２）CALS／EC推進室の体験コーナーの充実

13年10月の国土交通省における電子入札の開始以

来、当センターCALS／EC推進室の体験コーナーは多

くの皆様（715名）に体験頂き、又ＣＤの貸し出しに

よる電子入札の体験をかねた普及活動を実施してきま

したが、今回、国土交通省が15年4月から実施するコ

アシステム版電子入札システムの体験が可能となりま

した。

基本的には電話・メール等での申し込み後の体験指

導となりますが、地方での体験講習を希望される場合

は機器搬送、旅費等の経費がかかりますのでご一報頂

ければ幸いです。

東北地方センターでは整備局、各県のCALS／EC推

進協議会との連携をはかりながら、今後のCALS／EC

の円滑な導入に向け職員一同努力して参りますので、

今後とも当センターの一層の活用をお願いします。

（東北地方センター長　水上忠夫）

電子入札はやっぱりやってみないとネ！
－２００３年度国土交通省電子入札コアシステムに対応－

中国地方センターでは、中国地方管内の受発注者の

皆さんを対象とした電子入札の疑似体験コーナーに新

しい装置を開設いたしました。

国土交通省では、平成15年4月以降の工事、業務は

全て電子入札の対象案件となる予定で、受発注者共に

着々とその準備を進めておられると思います。でも

「やっぱり実際にやってみないとわからないナ」と思

われている方が多いのではないかと思われます。

当地方センターの装置は、パソコン５台（１台が発

注者用、４台が受注者用、反対も可能）がサーバーを

通して繋がっており、「疑似」とはいっても、発注者

と受注者が実際のデーターのやり取りをしながら、両

者の動作を同時に確認でき、本番並の操作が体験でき

ますので、一度体験してみたい方は発注者も受注者も

ふるってお申し込みください。

その他、ＣＡＬＳ／ＥＣ全般やチュートリアル版で

の電子入札の説明会の出前講座もしておりますので、

ご希望の方はお問い合わせください。出かけていって

説明会を開催いたします。

もちろん、いろんなＩＴ（情報技術）への取り組み

の資料も当地方センターのコーナーにはありますので、

参考にしていただけると思います。是非お立ち寄りく

ださい。 (中国地方センター長　濱谷武治）
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