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－１－ 

ニュースと解説 

　JACICが設置した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）は、「第一次建設情報標準化

推進三箇年計画」における３年間（平成13年度～平成15

年度）の活動を終了したため、６月11日に、その成果報

告会を行いました。　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　 

 

【報告会概要】 

○日　時：平成16年６月11日（金）12：45～13：45 

○場　所：海運ビル３Ｆ「海運クラブ」会議室 

○出　席：委員会関係者、国土交通省、業界団体、専門

　　　　　紙記者　等　計73名 

○内　容：中村委員長挨拶 

　　　　　３年間の成果の概要（PPT説明） 

　　　　　デモンストレーション３題 

　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３年間の成果の概要】 

　委員会では、小委員会・WG・SWGまで含めると延べ

300人以上の方々が、３年間で300回以上の会議を開催し 

て活動を行い、次のような成果を得ました。　 

１． 各種電子納品要領の策定 

・国土交通省採用の８種類の電子納品要領等を策定し

ました。 

・国土交通省で採用された標準類は、農林水産省をは

じめ、関係公団、地方公共団体でも準拠した内容で

使用され拡がりを見せています。 

・各種要領はＨＰでもダウンロードできるほか「建設

情報標準叢書」としても出版され、合計で２万冊以

上を販売しています。 

・電子納品の開始により、紙データを電子データにす

るというプロセスが浸透し、成果品の検査や保管の

方法が変化しました。 

２．CADデータ変換仕様（SXF）の開発 

・CADソフトに依存しない電子納品フォーマットと

して、ISO10303-202に準拠した交換フォーマット

SXFを実用化しました。　 

・これに対応したベンダーは平成16年3月現在160社を

超え、日本における交換フォーマットのデファクト

になっています。 

・設計成果として受け取った電子データ（CAD図面等）

を発注図書として使用できるようになりました。　 

３．DM-CAD（SXF）交換標準の開発 

・地形測量データのCADでの直接利用を目指して、

CAD（SXF）データへの変換仕様を取り決めました。

　 

４．建設情報標準分類体系（JCCS）の開発 

・土木・建築の用語の概念を共通化するために、

ISO12006に準拠した「基本テーブル」等を示しました。 

　 

　委員会は、第一次三箇年の成果と課題を踏まえ、第二次

三箇年推進計画を策定し、これに基づいて平成16年度から

活動を開始しています。この第二次推進計画および上記の

標準類に関しては、以下のJACICのホームページにて掲載

あるいはリンクがなされていますので、ご参照ください。 

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

　　　　　　　（標準部　主任研究員　河内　康） 

建設情報標準化委員会第一次三箇年の活動報告 

 

中村委員長挨拶 

プレゼンテーションの様子 



２００４.８月号 

１．はじめに 

　電子納品とは、公共事業の一連の業務プロセスにおい

て情報を共有・交換・有効活用するため、成果品を電子

データで提出することです。この電子納品を行う際のフ

ォルダー構成やファイル形式等を定めた各種の要領・基

準（案）は、「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、事務局JACIC標準部）において、

検討が進められてきました。　 

　一方、国土交通省では、平成13年度から電子納品を開

始して以来、順次電子納品対象を拡大しており、平成16

年度には、すべての工事と業務が対象となる全面実施が

実現しました。 

　平成16年度は、CALS/ECアクションプログラムの最

終年度であることから、各要領･基準（案）の整備時期の

違い等による齟齬や運用を通じて明らかになった課題の

解決のため、全体的な見直し検討が行われ、平成16年６

月、改訂版が公開になりました。　 

今回改訂された要領・基準（案）は以下のとおりです。 

（1） 「土木設計業務等の電子納品要領（案）」 

（2） 「工事完成図書の電子納品要領（案）」 

（3） 「CAD製図基準（案）」　 

（4） 「デジタル写真管理情報基準（案）」 

（5） 「測量成果電子納品要領（案）」 

（6） 「地質・土質調査成果電子納品要領（案）」 

　　（旧名称「地質調査資料整理要領（案）」） 

（7） 「土木設計業務等の電子納品要領（案）電気通信設備

　　  編」 

（8）  「工事完成図書の電子納品要領（案）電気通信設備 

　　  編」 

（9） 「CAD製図基準（案）電気通信設備編」　 

　平成16年３月には、今回の改訂内容を一部先取りした

形で機械設備工事編も策定されており、これにより策定・

改訂予定であったすべての要領・基準（案）が出そろっ

たことになります。 

　 

２．改訂の概要 

　電子納品は開始以来、保管場所の省スペース化やデー

タ利活用等に寄与しています。今回は、現在までの運用

を通じて明らかになった諸課題を収集・検討し、より円

滑な電子納品が可能となるよう改訂が行われました。 

さらに、上位に位置する「土木設計業務等の電子納品要

領（案）」および「工事完成図書の電子納品要領（案）」

の２要領とその他の要領・基準（案）間の整合を図るた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め全体見直しも行われました。　 

今回の改訂の基本方針は以下のとおりです。 

・ 成果品の作成労力軽減 

・ 成果品の閲覧性向上（検索性の向上） 

・ 要領の理解しやすさの向上 

・ 他要領・基準との整合性の確保 

 

３．適用開始時期　 

　機械設備工事編は平成16年７月以降に契約を締結する

直轄工事・業務に適用されています。　 

　今回の改訂版については、周知期間を考慮し、「地質・

土質調査成果電子納品要領（案）」は平成17年４月以降、

その他に関しては平成16年10月以降に契約を締結する直

轄業務あるいは直轄工事に適用される運びとなります。 

　 

４．おわりに　 

　各電子納品要領・基準（案）は、国土交通省国土技術

政策総合研究所の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。　 

　また、JACICでは、平成16年４月にCALS/EC部内に

電子納品室を設立しました。今後も、電子納品や情報共

有システムの運用を通じて明らかになっていく課題解決

のため、支援を行っていきます。　 

（CALS/EC部　電子納品室 主任研究員　増田慎一郎） 

 

－２－ 

CALS/ECコーナー 

電子納品要領・基準（案）の全体見直しに伴う改訂 

図　要領・基準の相互関係（一般土木編） 



２００４.８月号 

１．はじめに 
　JACICでは、建設副産物の計画的な有効利用と再資源
化及び再生材の利用を推進しリサイクルに寄与するため、
再資源化施設稼動状況等のリアルタイムな情報を提供す
るインターネットを利用した情報交換システムとして、
平成14年４月から「建設副産物情報交換システム」（以
下「本システム」という）の全国的なサービス提供を開
始し、この平成16年３月末で２年が過ぎました。この間、
本システムの利便性を高め、ユーザの皆様のご要望に対
応するため、各種の改良を進めて来ました。今回はこの
２年間の加入状況及び、平成15年度に行った改良内容な
どについて紹介します。 
 
２．ユーザ加入の推移 
　平成15年度末時点の加入者を前年度（平成14年度）と
比較すると、工事発注者が前年度429件から微増ながら
2.3％増の439件、排出事業者は発注者の登録義務付け等
の成果もあり、前年度3,708件から130.3％増の8,538件、
処理業者は、３県（埼玉県・岡山県・広島県）で加入促
進等を行った結果、前年度1,386件から18.9％増の1,648件
に達しており、ユーザの加入状況を見ると本システムの
必要性が浸透してきたことがわかります。下表は、平成
14年度と平成15年度の加入者を示しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　また、排出事業者による工事登録件数は、加入状況の
推移と同様に、前年度7,419件から、大幅に増加し、
25,747件が登録されました。　 
 
３．システムの改良 
　本システムの利便性向上、公共工事発注者・排出事業
者の利用拡大を図るため、平成15年度は以下のような改
良を行いました。 
　①新サーバの構築 
　②工事情報検索機能（発注者用）の改良 
　③調査価格情報の改良 
 
（１）新サーバの構築 
　本システムを運用開始した平成14年度は、利用者のア

クセス数が集中する年度末にシステムの処理速度が遅く
なるといった現象が発生したことから、利用者へのサー
ビスの向上と今後の利用者拡大に対応するため、１台の
WWWサーバで建設発生土情報交換システムと副産物シ
ステムを運用する方式を、副産物システム単独で２台運
用する方式に変更することとし、新サーバの構築を行い
ました。また、併せて地図サーバの改良も行い、地図表
示や道のり検索の処理速度の向上を図りました。　 
 
（２）工事情報検索機能（発注者用）の改良 
　発注者が実施する建設副産物実態調査（全国の建設副
産物の実態に関する調査）にあたり、排出事業者の登録
した工事情報の内容を確認する際、現状では本システム
の工事情報検索（文字）機能を利用して当該工事の検索
を行いますが、工事情報の内容を建設副産物の種類毎に
画面上で確認する方法しかないため、作業に過大な負担
がかかるという意見を受け、次の工事情報検索機能の改
良を行いました。 
　①発注者向けの各種帳票の印刷閲覧機能の追加 
　②工事検索一覧を１画面20工事から100工事に変更　 
　これにより、発注者の確認作業の負担が軽減され、デ
ータの精度の向上が図られました。 
 
（３） 調査価格情報機能の改良 
　これまでの発注者向けの調査価格情報機能では、「登
録したいが副産物の種類が合わない」「調査価格情報の
登録にあたり加入登録していない処理施設がある」「積
算の参考資料として保存するための検索結果印刷の機能
が無い」などの課題があり、同機能の利活用が不充分で
あったものを近畿地方整備局等の要望を受け、以下の調
査価格情報機能の改良を行いました。 
　①副産物種類の追加 
　②未加入処理施設の登録機能の開発 
　③調査価格情報の検索及び印刷機能の開発 
　④調査価格情報入力システムの開発 
　これにより、近畿地方整備局では本機能を利用して積
算時の処理施設の受け入れ価格を算出する方針になって
おります。今後は、他の工事発注者にも同機能の利用を
勧めることにより、処理施設情報の充実を図ることとし
ています。 
 
４．今後の課題 
　この1年間、本システムの運用を通してユーザから寄
せられた要望やシステム運営上得られた課題のうち主な
ものは以下のとおりです。　 
　①データ精度の向上 
　②公共工事発注者の地方公共団体等への普及促進 
　今年度はこれらの課題に優先的に取り組み、ユーザの
使い易いシステムとして利便性の向上を図り、今後の更
なる建設副産物のリサイクル率向上の一翼を担うべく努
力してまいります。 
（建設副産物情報センター　主任研究員　辺見元己） 

－３－ 

JACIC便り 

運用開始2周年　建設副産物情報交換システム 
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表１－加入状況 



２００４.８月号 

　いつもJACIC NETをご利用いただき、ありがとうご

ざいます。平成15年10月にリニューアルオープンしてか

らも、会員の皆様から引き続き数多くアクセスしていた

だいています。今号より、JACIC NETのメニュー紹介

を行わせていただきます。 

　まず初回は、JACIC NETにどのようなメニューがあ

るのかをご紹介します。トップページ（図-1参照）の画

面に示すようにメニューは大きく分けて以下の３つに分

類されます。 

（1）ヘッドライン（過去記事）（表-1参照） 

（2）データベース　　　　　　（表-2参照） 

（3）CORINS／TECRIS検索　 （表-3参照） 

　表-1中の掲載記事は、検索機能（日付で探す・カテゴ

リーで探す・キーワードで探す）を使って閲覧できます。 

　表-2中の「1.主要資材価格」は毎月、「2.民間認定技術」

と「8.国土交通官公庁職員案内」は随時、その他のデー

タベースは年に1回更新しています。 

　表-3中のデータは、毎週月曜日に更新しています。 

　次号より、今回ご紹介したメニューの中から代表的な

コンテンツについて、詳細な内容をご紹介していきます

のでご期待下さい。 

　　　　　　　　（情報管理部　副参事　諏訪　至） 

－４－ 

JACIC NET メニュー紹介（1） 

JACIC便り 

表-1　ヘッドライン一覧 

ニュース 

 

 

 

発注情報 

（工事） 

発注情報 

（業務） 

人事情報 

 

 

公共事業 

予算速報 

優良工事 

叙勲 

褒章等 

資材市況 

統計情報 

本省 

地方整備局 

公団・事業団 

建設業 

国土交通省・公団等から発表

されたニュース 

 

民間から寄せられた新技術 

公団・事業団・都道府県・政令市の工事に関

する発注予定、入札公告、受注速報 

公団・事業団・都道府県・政令市の業務に関

する発注予定、入札公告、受注速報 

国土交通省の人事異動速報、 

幹部一覧（都道府県含む）、歴代大臣・次官

一覧 

国土交通省・公団・事業団・都道府県・ 

政令市等の予算、概算要求、予算案、補正予算 

各地方整備局から優良として表彰された企業、 

春・秋の叙勲、褒章者 

 

各資材市況、統計調査結果など 

表-2　データベース一覧 

1. 主要資材価格 

 

2. 民間認定技術 

 

3. トンネル 

 

4. ダム 

 

5. ＰＣ橋 

 

6. 鋼橋 

 

7. 会計検査指摘事項 

8. 国土交通官公庁 

　職員案内 

9.建設コンサルタン 

  ト会社情報 

全国16都市での主要資材 

109品目の年度別価格推移　 

「建設技術審査証明協議会」により認

定された民間開発技術の概要、実績 

トンネルの場所、用途、諸元 

工期、工事費、施工者等 

ダムの場所、用途、諸元、 

工期、工事費、施工者等 

ＰＣ橋の場所、用途、諸元、 

工期、工事費、施工者等 

ＰＣ橋の場所、用途、諸元、 

工期、工事費、施工者等 

会計検査院決算報告より建設関係事例 

国土交通官公庁職員約5万人の氏名、

官職、所属、経歴等 

（社）建設コンサルタンツ協会所属の建

設コンサルタント会社の会社名、所在地、

登録部門、業務実績等 

表-3　CORINS/TECRIS検索 

CORINS検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECRIS検索 

①自社検索：自社の当該年度、及び過去10

年間に竣工（施工中も含む）された請負金

額2,500万円以上の工事データ全て閲覧可

能 

②一般検索：自社を含む当該年度、及び過

去5年間に発注された請負金額2,500万円以

上の工事データ全て閲覧可能 

※インターネット方式、エクストラネット

方式どちらでもご利用になれます。 

公共工事にかかる、登録された測量調査設

計業務実績情報の検索（表示項目は制限有）、

自社で登録した情報が閲覧可能 

※エクストラネット方式のみのご利用とな

ります。 

図-1　JACIC NETトップページ 
（http://www.jacicnet.jacic.or.jp/） 

メニュー 

▼
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－５－ 

ISO 9001：2000の運用成果 
　JACICは、全業務を対象に2003年６月１日から、ISO 
9001：2000の運用を開始し、2003年12月18日付でISO 9001：
2000の認証を登録しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　ISOを運用してから１年が経過しました。ここで、１
年を振り返って、ISOを運用した成果と課題について、
考えてみました。 
　ISOを運用した成果として、 

・内部コミュニケーションを定期的に実施。 
・重要な事項を確実に伝達。 
・教育訓練を計画して実施。 

・内部監査で初歩的な指摘事項が減少。 
・手順の文書化、記録の管理が｢曖昧から明確へ｣変化。 

等が上げられる反面、これからの課題もあります。 
・実施した教育訓練の効果測定。 
・職員によって、ISOに対する温度差。 
・ISO文書作成の負荷。 

　ISOでは、品質マネジメントシステムが、引き続き適
切で、妥当で、かつ、有効であることを確実にするために、
マネジメントシステムをレビューすることになっています。 
　JACICでは、マネジメントレビューをこれまでに３回
実施しています。これまでに実施したマネジメントレビ
ューにおける成果は、以下の４点です。　 

・ＩＴアソシエイト委嘱。 
・システム基本室設置。 
・資格取得（技術士、RCCM）の奨励。 
・内部監査員の充実。 

　JACICでは、一層の顧客満足度の向上を図るため、お
客様からの苦情、要望、賞賛等の御意見を最大限に活用
し、製品の品質を確保していることを確実にするために、
ISO 9001：2000を適格に実施します。　 

（企画調整部　参事　藤森　修） 

ISO 9001:2000の主な活動 
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品質マニュアル改訂（V2.00） 
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予備審査 
品質マニュアル改訂（V3.00） 
内部監査 
マネジメントレビュー（第２回） 
審査 
判定委員会 
品質マニュアル改訂（V3.10） 
認定書授与式 
品質マニュアル改訂（V3.20） 
内部監査 
マネジメントレビュー（第１回） 
品質マニュアル改訂（V3.30） 

　e-BISCセンターでは、ヘルプデスクへ寄せられた問
合せの主なものについて、このページで紹介するととも

に、ホームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）のＦＡＱ
（よくある質問と答え）に掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 

項　目 
電子入札 
システム 

開札時は、どのように結果を待てばよいの
ですか。 
 
 
 
国土交通省の電子入札システム用の端末に、
コアシステム以外の電子入札ソフトと
JAVAをインストールしても問題ないですか。 

「入札状況一覧」画面で案件を表示し、最新更新日時の上の 
「最新表示」ボタンを押下しながら結果が表示されるのをお待ちく
ださい。 
また、状況欄の「表示」ボタンを押下すると、「作業状況確認」画
面で開札以後の進捗状況を随時確認が可能です。 
コアシステムにおける動作保証環境は、JRE1.3.1_06、JRE1.3.1_08、
JRE1.3.1_09となっています。異なるバージョンや他のソフトがイン
ストールされると、正常に動作しない可能性があります。なお、認
証局提供のソフト等の詳細は、ご利用の認証局へご確認ください。 

質　　　問 回　　　　　　答 

e-BISCコーナー 

　中部地方では、４県１市のすべてで、「電子入札コア
システム」が導入されることが正式に決まり、なおかつ
すべての県が「市町村間の共同利用」に具体的に取り組
んでいることから、地方センターでは市町村の契約関係
各課に向けた電子入札コアシステムのご紹介に取り組ん
でいます。 
　市町村へのデモも様々で、システムを開発する前に実
際のシステム操作を体験しカスタマイズへの参考にした
い、という意向をうけて約70名の担当職員の方々を対象
に一週間連続で操作体験講習会を開催したり、あるいは、
契約担当課のなかでも、一部の職員だけしかシステムの
状況をわかっていないので、上層部向けに概要や操作方
法を講習して欲しいという依頼にもとづく講習会など、

各市町村でのご要望にあわせた方法で開催しています。 
　7月下旬には地方センターでの体験コーナーも電子入
札コアシステムがV4にバージョンアップされます。国
土交通省測量設計・工事関係の全発注方式に加えて、物
品も体験することができますので、下記のホームページ
でご案内している内容を参考に、中部地方センターまで
お問い合わせください。　 
　さらに地方センターの体験コーナーには、JACICが発
行している「建設情報標準叢書」（電子納品要領・基準類）
や、過去の講習会資料、JACIC情報（創刊号から最新号
まで）をご覧いただける参考図書コーナーや、電子納品
についてのご相談を受け付ける窓口もございますので、
お気軽にお立ち寄りください。 

地方センターコーナー 

中部地方センター活動報告 
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ニュースの詳細については、JACIC NETの「過去記事」を検索していただ 
くと記事内容が表示されます。 6月のニュースから 

【建設行政ニュース】 
18日　「SA・PAに接続するスマートIC社会実験」について　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路局） 
29日　いつでも、どこでも、だれでも位置情報・地理情報を容易
　　　に共有できる環境を構築　　　　　　　　　（国土地理院） 
29日　自動回転ドアの事故防止対策に関するガイドラインについ
　　　て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（住宅局） 
29日　交通バリアフリー法に基づく基本構想作成（予定）調査の 
　　　結果について　　　　　　　　　　　　　　（総合政策局） 

【地方整備局ニュース】 
９日　工事事故の発生状況について（速報値）（平成16年５月31日
　　　現在）　　　　　　　　　　　　　　　（関東地方整備局） 
11日　愛知県内の常時観測局における大気の測定結果について　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中部地方整備局） 
25日　身近な水環境に関する理解のお手伝いに　－水質用語集が
　　　　　　　新しくなりました－　　　　　（北陸地方整備局） 
29日　平成16年度第２回国営事業評価専門委員会の議事概要につ
　　　いて　　　　　　　　　　　　　　　　　（北海道開発局） 
 
【公募情報（国・公団等）】　　  135件 
【公募情報（地方公共団体）】　1097件 

JACIC news　平成16年8月1日発行　第三種郵便物認可 

　平成16年11月17日と18日には、ナゴヤドームで「建設

技術フェア2004　in中部」が開催されます。昨年は200

を越える出展者に13000人を越える来場者が集まり、小

学生から現場で働く技術者に至るまで幅広い技術交流・

紹介が行われました。 

　本年度は、前回を上回る規模での開催が予定されてお

り、中部地方センターも電子納品のご紹介を中心に出展 

 

 

する予定をしております。こちらにもぜひご来場ください。 

（中部地方センター　参事　天野智之） 

 

 
中部地方センター　CALS／EC推進室 

TEL：052－961－1450  

FAX：052－961－1486  

e-mail：chuubu@jacic.or.jp 

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

兵庫県内の受注者への電子入札体験講習を実施 
　兵庫県では昨年度から電子入札が開始されました。今

年度から対象契約金額が拡大されてゆき、今後県内企業

の応札機会が多くなってくることから。姫路市、相生市、

伊丹市の各商工会議所から要望があり、地元企業への電

子入札体験講習を、職業訓練法人の近畿建設技能研修協

会と共同で、３市で体験講習会を実施し、約200名の参

加がありました。今後は洲本市、養父市等でも開催する

予定です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新任監督員に情報共有システム操作説明 
　近畿地方整備局の新任監督員を対象に、近畿地方整備

局が昨年度導入した情報共有システムの操作説明を、各

事務所へ出向いて実施しました。運用中の情報共有シス

テムは、機能要件Verl.１に準拠しており平成15年度か

ら17年度まで実証実験を行う予定です。昨年から現場か

らの意見、要望を受け改良等を行っており、今年度は卓

上で操作体験ができる機能を組み込む予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（近畿地方センター長　高橋宗吉） 

近畿地方センター活動報告 

電子入札講習会実習風景 

情報共有システム操作説明会風景 

 




