
１．はじめに

電子納品は、国土交通省の推進する公共事業分野に

おけるCALS/ECの一環として、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開始されま

した。これまでに電子納品に必要な6種類の要領・基

準が運用されています。

さらに、平成15年7月8日にはCAD図面及び地質調査

資料のうち未対応であった工種・資料等に関する追加

と実運用に伴う見直し改訂、及び電気通信設備に関す

る要領・基準の新規策定が発表されました。

今回改訂・新規策定された要領・基準は以下のとお

りです。

(1) 「CAD製図基準(案)」

(2) 「地質調査資料整理要領(案)」

(3) 「土木設計業務等の電子納品要領（案）電気通信設

備編」

(4) 「工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備

編」

(5) 「CAD製図基準（案）電気通信設備編」

今年度機械設備編の電子納品要領の策定に向けた

取り組みが開始されたことにより、平成10年度から

順次整備されてきた要領・基準が一通り出揃うことに

なります。

以下に各要領・基準の改訂・策定の概要について紹

介します。

２．改訂・新規策定の概要

【改訂】

(1) CAD製図基準(案) 

新たに「開削トンネル」等の20工種が追加されま

した。これにより、策定予定34工種全てについて整

備が完了したとともに、構成そのものも整理されま

した。また、CADデータフォーマットについては

原則としてSXF(P21)とすることとなりました。

(2) 地質調査資料整理要領(案) 

土質試験データの利活用を考慮し、41種類のデー

タシートの電子化標準仕様がXML形式で定義され

ました。また、試料･供試体写真をデジタル写真で

納品する場合、及び地質平面図･地質断面図をCAD

データで納品する場合の方法が示されています。

【新規策定】

電気通信設備編は、策定済の一般土木分野を対象と

した要領･基準の基本構成をベースに、電気通信関係

分野で必要な独自の変更及び追加を行って策定された

ものです。

(3) 土木設計業務等の電子納品要領（案）電気通信設備編

(4) 工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編

(5) CAD製図基準（案）電気通信設備編　

新たに策定された各要領・基準は、地質調査資料整

理要領（案）は平成16年4月、それ以外は平成15年10

月、いずれもそれ以降に契約を締結する直轄事業から

適用を開始する運びになっています。

３．おわりに

各電子納品要領・基準は、国土交通省国土技術政策

2003
9月号/No.172

ニュースと解説

電子納品要領・基準の改訂及び策定

平成15年9月1日発行（毎月1回1日発行） 平成12年2月16日第三種郵便物認可

図　要領・基準の相互関係



２００３.９月号

総合研究所のWEBサイト(http://www.nilim-ed.jp/)か

ら入手できます。また同サイトでは電子納品全般につ

いて、受発注者問わず広く一般から受け付けた質問と、

それに対する回答が電子納品Q&Aとして公開されて

いるので参考にして下さい。今後、現場での適用を通

じて明らかになった各種要領･基準類間の不整合部分

の修正とともに、電子納品の円滑な普及を目的とした

要領･基準類全体の見直しが予定されています。

（CALS/EC部　主任研究員　増田慎一郎）

「IT CITY MESSE in GIFU」参加報告

CALS/ECコーナー

１．はじめに

７月24日、25日の２日間にかけて、岐阜県主催によ

り『“スイートバレーから世界へ”IT活用による新し

い都市づくりの実感』をテーマとし「IT CITY

MESSE in GIFU 第４回　全国都市づくり先進情

報技術展」が岐阜メモリアルセンターにおいて開催さ

れました。

技術展の主な内容として、展示会とセミナー、ベン

ダーフォーラムが開催されました。JACICも後援団体

の一員として展示会への出展、セミナーの講師の派遣

を行いました。

今年度で４回目の開催になりますが、来場者は昨年

度を上回る方約15,500名を数え（事務局発表）、盛況の

うちに開催されました。

（IT CITY MESSE事務局　発表）

２．展示会

展示会の全体構成としては、「建築／土木ゾーン」

「ＧＩＳゾーン」「複合ゾーン」「企画展示」の４つの

テーマに分けられ、それぞれのテーマ毎に展示が行わ

れました。

JACICからは、「企画展示」ゾーンにCALS/ECをテ

ーマとし展示ブースを出展し、電子入札・電子納品の

チュートリアル（自主学習ソフト）を準備しCALS/EC

入札案件登録・開札の状況

電子入札コーナー

１　電子入札は、その後も順調に進んでいます。入札

案件登録及び開札状況は、次のとおりです。

入札案件登録及び開札状況

２　利用者の増加に伴い、ヘルプデスクへの問い合わ

せも数多く寄せられました。利用者別、手段別の問

い合わせ状況は、次のとおりです。

発注者・応札者別ヘルプデスクの利用状況

問い合わせ手段別内訳

（e-BISCセンター　次長　池田　護）

入札案件登録

605件

3,427件

2,926件

2,584件

9,542件

開　札

13件

1,453件

2,320件

2,798件

6,584件

４　月

５　月

６　月

７　月

合　計

発注者

442件

811件

696件

657件

2,606件

応札者

4,923件

5,122件

6,703件

4,336件

21,084件

４　月

５　月

６　月

７　月

合　計

電話

4,674件

5,171件

6,410件

4,524件

20,779件

メール・FAX

691件

762件

989件

469件

2,911件

４　月

５　月

６　月

７　月

合　計

来場者数（人）

7846 

7626 

15472

前年比

＋6％

＋4％

＋5％

７月２４日（木）

７月２５日（金）

合　計
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の体験コーナーを設けるとともに、電子調達、情報共

有、ＣＡＤの講習会ビデオを放映する等、国土交通省で

取り組んでいるCALS/ECに関する紹介を行うととも

に、実際のシステムのデモを体験いただきました。

特に電子入札の体験については、これから電子入札

の導入を検討している地方公共団体の方々を中心に多

くの方の来場があり、様々な質問等が寄せられました。

その他にも約70

団体からの出展が

あり、多くの方が

各ブースに訪れ各

方面の出展内容に

ついて熱心な質疑

応答が見受けられ

ました。

３．セミナー

同時開催セミナーとして、以下のテーマについて各

方面の方を講師に招きセミナーが開催されました。

・「IT CITY CONFERENCE

（都市づくり情報化協議会）」

・「IT  CITY  ASSOCIATION

（まちづくり実務者セミナー）」

・「ITS 実務者フォーラム」

・「GIS普及セミナーin GIFU2003」

・「ITSセミナー」

・「建設CALS/ECセミナー」

JACICからは「建設CALS/ECセミナー」のうち前

半のJACICセミナーにおいて、CALS/EC部　寺川部

長が「CALS/ECの現状と課題」と題してCALS/ECの

取り組みの全体概要について講演を行いました。また、

CALS/EC部　溝口主任研究員より「図面情報の共有

と有効活用に向け

て～ＣＡＤデータ

交換標準ＳＸＦの

開発」と題し、Ｃ

ＡＤデータの交換

標準開発の現状と

今後の動向につい

て講演を行いまし

た。

約200人収容のセミナー会場は満席に近い状況であ

り、県内市町村や建設業界の方を中心とする受講者の

方々の熱意が感じられました。

４．まとめ

以上の展示会、

セミナーの他にも

展示会出展者が製

品・システム、利

用状況等を分かり

やすく説明するセ

ッションとして、

ベンダーフォーラ

ムが開催されるなど、様々な分野、方面からの情報提

供が行われました。

国土交通省のCALS/EC（電子入札・電子納品）が

本格化するとともに、各地方公共団体におけるCALS

/ECの取り組みも動き始めていることから、JACICの

展示ブースにおいても公共事業に係わる受注者側、発

注者側双方の来場者から具体的な導入方法や操作方法

等について多くの質問が寄せられました。

（CALS/EC部　研究員　山野道昭）

〈展示会全景〉

〈JACIC展示ブース〉

〈セミナー会場全景〉

GISひろばとGIS DATABOOKがリニューアルオープン！

JACIC便り

GIS関連情報サイトとして公開してきました「GISひ

ろば」と「GIS DATABOOK」が8月下旬にリニュー

アルします。

「GISひろば」は、GIS関連情報をより充実させまし

た。主な更新内容は以下の通りです。

（１） 特集ページの追加

GISに関わる先進的な情報や技術動向について

発信を行います。

（２） GISクイズの更新

GISに関わるクイズをリニューアルしました。

初級編から上級編まで用意していますので、挑

戦してみてください。

（３） GIS用語の更新

今までの用語を見直しました。また、JACICで

最近刊行した書籍にある用語を追加しました。

（４） GIS関連リンク集の充実
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国内でGISに関わる研究機関やGISを利用してい

る自治体などを紹介しています。

（５） 操作性の統一

JACIC内のホームページ内での操作性を統一し、

操作しやすいようにしました。

また、JACICが関わるセミナー（GISセミナー）や

刊行書籍についても随時ご紹介していきます。

「GIS DATABOOK」は、国内で販売されている

GISデータやソフトウェアを検索できるサイトです。

今回は、書籍版「GIS DATABOOK2002」の内容と

同一にしました。これにより、GISで利用できる地図

データ37製品と各種GISソフトウェア317製品に加え、

GIS関連のアプリケーションサービスプロバイダ

（ASP）を13サイトが検索可能となっており、導入先

などの検索も可能です。

また、検索された情報では書籍版「GIS DATA

BOOK」と同一の内容がPDF形式で表示できるように

なり、検索できる情報も充実しました。

今後も書籍版「GIS DATABOOK」が刊行されるのと

同時に本サイトのデータを更新していき、常に最新情

報を提供していきますので、ぜひ、ご利用ください。

GISひろば：http://www.gis.jacic.or.jp/gis/

GIS DATABOOK：http://www.gis.jacic.or.jp/

（研究第三部　主任研究員　長谷川　浩志）

「測量・地図技術フェアin沖縄」へ出展
（平成15年7月15日から17日 沖縄・宜野湾市）

7月15日から17日の3日間にわたり、「測量・地図技

術フェアin沖縄」が沖縄県宜野湾市の沖縄コンベンシ

ョンセンターにて、JACIC及び国内の関係15団体の共

同主催により開催されました。この展示会は、「国連

アジア太平洋地域地図会議・地球地図フォーラム」に

併設開催されており、アジア太平洋地域の55カ国およ

び測量・地図分野の国際機関の会議参加者及び一般の

沖縄県民に対して、わが国の測量・地図に関する最新

技術を紹介するものです。

開催初日は展示会のオープンに先立ち、沖縄県産の

かりゆしウェアで出席された来賓の方々によるテープ

カットが行われました。

テープカットに参加された豊田理事長（右）

この展示会では、主催団体・民間企業等から30団体、

大学の研究室（測量・地図関係）・国の機関等から14

団体の出展参加があり、今日の技術動向としてGIS技

術、リモートセンシング技術、GPS測位技術等の展示、

未来の技術として、人工衛星からの地形図自動作成、

4次元空間地図作成等の展示、さらに測量・地図の国

際的な広がりとして、海外での地図作成に関する展示

が行われました。また、ベンダーフォーラムでは、出

展者の業務説明や研究成果報告が行われました。

展示会には、稲嶺沖縄県知事を始め、一般の沖縄県

民や海外からの会議出席者、県内の測量・調査設計業

界関係者のほか行政関係者、教育関係者等、多数（約

展示会場を視察する稲嶺知事
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2500名）来場されました。また総合学習の一環として、

小中学生による社会見学も行われ、にぎやかな展示会

となりました。

JACICでは、沖縄県内の関係機関・民間企業の協力

のもと、GISとCGを活用した「昔・普天間まちなみ再

現」など沖縄に関するGISの展示を行いました。特に、

CGを見ながら戦前の沖縄を懐かしく話されている年

配の御夫婦などが印象的でした。また、ベンダーフォ

ーラムでは、「JACICクリアリングハウスの紹介」と

題して、インターネット版GIS DATABOOKについて

説明を行い、多くの質疑応答を受けました。

展示会の模様は、地元新聞及び放送局のニュースで

紹介され、沖縄県民への普及・啓蒙と共に、団体・企

業・大学間並びに海外の機関との協力・連携関係の確

立にも寄与したものと思われます。

（研究第三部　主任研究員　佐々木博幸）

JACICブース

中部地方センター活動状況報告

地方センターコーナー

平成15年７月23日から24日にかけて、岐阜県の長良

川近辺にある「岐阜メモリアルセンター」で「IT

CITY MESSE in GIFU」が開催されました。

JACICも出展をしていましたが、会場では電子納品

や情報共有に関してのシステム紹介も目立ち、

CALS／EC実現に向けた様々な動きが実感できる展示

会でした。

JACICブースでは、電子入札チュートリアルを中心

としてCALS／EC全般のご紹介をいたしましたが、

CALSをよくご存知の方だけでなく「CALSとは何?」

という質問もわずかながらいただき、まだまだ概要か

ら詳細に至る全般な広報が必要のようです。

中部地方センター独自の活動としては、電子入札シ

ステム操作体験講習会の開催があげられます。

これは、電子入札コアシステムのデモ環境をセンタ

ーから持ち出して、実際の操作方法、整備局の電子入

札運用基準などをご紹介するものです。

中部地方センターにはやや小規模ながら、電子入札コ

アシステムを実際に操作できる環境が整えてあります。

ところが建設業者の皆様から、「名古屋まで出かけ

る機会がなく、体験したくてもできない」という声が

高く、それならこちらから出張してしまおう、という

ことでスタートしました。

８月現在では、愛知県、三重県内での開催が終了し、

いずれの会場でも多数の方々にご参加いただいて盛況

のまま終わらせることができました。また、９月から

は静岡県内の３ヵ所で開催することになっています。

実際にシステムを操作するからか、「他の説明会等よ

りも分かりやすい」といったお褒めの言葉をいただい

たり、説明会終了後にも、センターへ操作方法につい

ての質問をいただいたりしています。

今後も機会や要望があれば、電子入札操作体験講習

会を開催していく予定です。

また、次年度以降のCALS／EC全面実施に向け、今

までCALS／EC（特に電子納品）に縁の薄かった方々

に対する説明会等も考えていますので、ご要望があり

ましたら、中部地方センターまでお知らせ下さい。

（中部地方センター　CALC/EC推進室　天野智之）

中部地方センター　CALS／EC推進室　天野智之

TEL：052－961－1450
中部地方センターホームページ

http://www.cals-chuubu-unet.ocn.ne.jp/index.htm
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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。

「CAD製図基準（案）」「地質調査資料整理要領（案）」の改訂版および「土木設計業務等の電子納品要領（案）

電気通信設備編」「工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備編」「CAD製図基準（案）電気通信設備編」

の新規策定版が８月末に発行される予定です。

販売は大成出版社(TEL03-3321-4131、url:http://www.taisei-shuppan.co.jp)で行っています。

No.

1

2

3
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7
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書　　名

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）

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）

河川基幹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）

測量成果電子納品要領（案）

営繕工事電子納品要領（案）

建築設計業務等電子納品要領（案）

建築CAD図面作成要領（案）

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

平成15年3月版

平成14年11月改定版
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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

国土交通省大臣官房技術調査課、国土地理院

国土交通省大臣官房官庁営繕部　営繕計画課

国土交通省大臣官房官庁営繕部　営繕計画課

国土交通省大臣官房官庁営繕部建設課、設備課

定　価
（消費税込み）

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】

４日 『観光カリスマ百選』選定結果について（第３回

委員会の結果） （総合政策局）

４日　建設技術研究開発課題の採択決定について

－建設技術研究開発助成制度－ （道路局）

８日　成果品の電子納品要領（案）・基準（案）の策定及

び改訂について （大臣官房）

11日　「美しい国づくり政策大綱」について

（総合政策局）

22日　木造３階建て住宅及び丸太組工法建築物の建築

確認統計について（平成15年5月分） （住宅局）

22日　宅性能表示制度の実施状況について（平成15年

5月末時点） （住宅局）

25日　道路に対する利用者満足度調査結果について

（道路局）

【公募情報（国・公団等）】 325件

【公募情報（地方公共団体）】988件

【地方整備局ニュース】

10日　プロの視点で河川水環境の向上を！（新潟薬科

大学及川教授に「水質アドバイザー」を委嘱し

ました。） （北陸地方整備局）

11日　バスく～るを使って快適な公共交通通勤を！

（中部地方整備局）

18日　京滋バイパスと名神高速道路の直結及び一般国

道478号（府道京都守口線～国道１号）の開通につ

いて （北陸地方整備局）

25日　中部地方整備局管内の直轄国道における落橋防

止装置工等のアンカーボルト調査結果について

（中間報告） （中部地方整備局）

25日　関東地方整備局管内の直轄国道における落橋防

止装置工等のアンカーボルト調査結果について

（中間報告） （関東地方整備局）

25日　東北地方整備局管内の直轄国道における落橋防

止装置工等のアンカーボルト調査結果について

（中間報告） （東北地方整備局）

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。




