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ニュースと解説 

 

　８月２日からCORINSとTECRISの登録について、企

業の皆様がインターネットを利用して登録できるように

なりました。 

　併せて、8月30日からはCORINS/TECRIS/JCISの検

索システムを利用している発注機関の皆様もインターネ

ットを利用して検索ができるようになりました。 

　今回、インターネット化に際して検討した内容と経緯

を報告します。 

 

■背景 
　世の中でADSLが普及し始めた平成14年ごろから、

CORINS/TECRISを登録している企業の皆様から「イ

ンターネット経由でCORINS/TECRISの登録ができる

ようにならないか？」という要望が寄せられるようにな

りました。 

　これまでCORINS/TECRISを登録する仕組みは、FD

で登録する方式とKDDIのデータオンデマンドサービス

を通じたデータ送信方式でありました。これは専用の回

線を利用することによりセキュリティを確保するという

方式でした。 

　しかし、この方式は、アナログ回線かISDN回線しか

対応しておらず、ADSLを導入した企業の皆様は

CORINS/TECRIS登録のためだけに回線を確保しておく

必要がありました。この企業の皆様の負担をなくすため

にJACICでは「インターネット化」の検討を進めました。 

 

■検討　 
　インターネットというオープンな環境を利用する際に

もっとも考慮すべきは、「セキュリティの確保」という

課題です。 

　当初、JACICでは、電子入札と同様の「ICカード方式」

を採用することを検討していました。これにはICカード

とそれを利用するカードリーダーを企業が導入する必要

があり、新たな費用負担が発生します。そこで、JACIC

の建設副産物情報センターが、実際に運用している「電

子証明書方式」も視野に入れて検討を重ねました。この

「電子証明書方式」とは、登録企業や発注機関が建設副

産物交換システムを利用する際に電子証明書を使用して

登録･検索する方式です。双方について検討した結果、「電

子証明書」方式を採用することとなり、同時に発注機関

の皆様に対するCORINS/TECRIS/JCIS情報の提供もイ

ンターネット化することになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■運用開始 
　インターネットを利用した登録と検索を８月からと決

めて、４月からシステムの開発に着手しました。 

　８月２日にインターネットの運用を開始し、併せて記

者発表を行うとともに、関係団体のホームページ上で案

内をお願いしました。その結果８月末現在で別表のとお

りの申請があり、登録企業の皆様と発注機関の皆様から

予想を上回る申し込みが殺到しており、改めて皆様の要

望の強さを実感しています。 

　まだインターネットの利用申請をお済でない企業の皆

様及び発注機関の皆様は是非これを機会にご検討くださ

い。ご希望のホームページにアクセスをお願いします。 

　CORINSのホームページは、 

　http://www.ct.jacic.or.jp/corins/ 

　TECRISのホームページは、 

　http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（CORINS/TECRISセンター　次長　高橋哲男） 

CORINS/TECRISのインターネット登録・検索開始 

［電子証明書の流れ］ 

CORINS 

TECRIS 

合計 

HPからの申請数 

15,602 

  1,984 

17,586

電子証明書取得数 

  9,664 

  1,384 

11,048

平成16年8月31日現在 
インターネット化電子証明書申請・取得状況 
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２００４.１０月号 

　JACICは、財団法人港湾空港建設技術サービスセンタ

ー（SCOPE）と共同でCALS/ECおよび建設ITの展示会・

セミナーである『CALS/EC MESSE 2005』（2005年１

月20～21日、於：東京・有明TFTホール）の開催を企

画しております。 

　今回で第４回を迎える『CALS/EC MESSE 2005』は、

公共事業分野におけるCALS/ECが本格的な実施段階を

迎えている中で、公共発注機関や建設関連企業の皆様方

を対象として、CALS/ECや建設ITに関する最新の技術・

製品情報を一堂に会して展示・紹介することを目的とし

ています。 

　当日は、セミナー、テクニカルフォーラム等盛り沢山

の企画が予定されており、関係者多数の来場が期待され

ることから、格好の技術情報発信・交流の場になると確

信しております。 

　現在、展示会への出展（技術・製品）を募集中ですの

で、関心のある方はJACIC CALS/ECホームページをご

覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

◆大学等の研究成果の展示を募集します◆ 

　今回、教育機関（大学、専門学校など）における建設

IT、測量分野等のグループ研究（学校、学科、研修室

など）の成果を無料で展示できるエリアを新たに設ける

こととしました。 

『CALS/EC MESSE 2005』は、大学等の研究機関にお

いて情報収集、意見交換、研究発表を行う格好の場にな

ると確信しております。 

　現在、教育機関からの出展の応募を受け付けておりま

すので、関心のある方はJACIC CALS/ECホームページ

をご覧ください。 

◆展示会◆ 

　地方公共団体などのCALS/EC導入の推進や、建設業

におけるITの普及などを目的として、地方公共団体及

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企業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。 

◆セミナー◆ 

　毎年好評を得ている、CALS/ECセミナーに加え、電

子入札トレンドセミナー、実務者セミナーなどの新しい

企画を計画しております。 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆開催概要◆ 

●主　催：JACIC、SCOPE（共同主催） 

●後　援：国土交通省（予定） 

●開催日：平成17年１月20日（木）～21日（金） 

●会　場：東京・有明 TFTホール 

●見込み出展社数：70社（前回実績66社） 

●見込み来場者数：10,000人（前回実績8,615名） 

●来場対象：中央省庁、地方公共団体、総合建設業、予

定者　　専門工事業、建設コンサルタント、設計事務所、

測量設計業、地質調査業ほか 

●主な出展：CALS/EC関連ソリューション、公共団体

向け各種システム、土木／測量／建築CAD、

土木／測量／建築アプリケーションソフト

ウェア、情報共有システム、各種管理支援

システム（ドキュメント／予算／工程／現

場ほか）、GIS、ASPサービス、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 2005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 

　JACIC CALS/EC ホームページ 

　　URL：http://www.cals.jacic.or.jp 

（CALS/EC部　主任研究員　水田雅邦） 

CALS/ECコーナー 

「CALS/EC MESSE 2005」の開催決まる 

前回CALS/EC MESSE 2004から 

前回CALS/EC MESSE 2004から 
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２００４.１０月号 

1．悪質なCORINS虚偽登録に行政処分 

　平成16年８月中旬、ある民間企業が虚偽の内容で過去

の工事を登録しましたが、発注者による検索時にこれが

発覚しました。悪質な行為であることから、CORINS登

録の抹消と２地域における２ヶ月、１ヶ月の指名停止と

いう厳しい行政処分を受けました。 

２．抜き取り調査の実施 

　上記のような悪質な登録防止として、JACICでは、今

後、継続的に竣工（完了）後の訂正や過去工事（業務）

の登録を中心に抜き取り調査を実施し、悪質なものに関

しては、発注機関に報告します。 

３．登録前のお願い 

　故意による虚偽内容での登録は、もちろんのこと、誤

入力等の人的ミスによる間違ったデータの登録をなくす

ため、登録企業、発注機関の方々に以下のことを徹底し

て下さるようお願い致します。 

＜登録企業の方＞ 

・入力後、内容の再確認をして下さい。 

・不明な点は、発注者または、CORINS/TECRISセン

ターに確認して下さい。 

・登録前の発注者確認を必ず行って下さい。 

・登録後、速やかに工事（業務）カルテ受領書（コピー）

を発注者に提出して下さい。 

＜発注機関の方＞ 

・登録前の確認を入念に行って下さい。 

・登録された内容の確認を工事（業務）カルテ受領書（コ

ピー）で行って下さい。 

　なお、検索システムを利用されている場合は、検索シ

ステムでの確認も併せて行うようにして下さい。 

4．CORINS/TECRIS登録支援システムの活用 

　JACICでは、登録企業の作業負担の低減と誤入力防止

を目的に、以前のJACICNewsで紹介した「CORINS/TECRIS

登録支援システム」を提供しています。本年７月１日よ

り岐阜県の基盤整備部発注工事で試行的に開始し、現在、

国土交通省の工事についても開始できるよう準備中です。 

　システムの詳細については、CORINSホームページ内

の下記アドレスに掲載していますので、ご確認下さい。 

　http://www.ct.jacic.or.jp/corins/index.html 

（CORINS/TECRISセンター　参事　桑原敏明） 

CORINS/TECRISの精度向上 

JACIC便り 

e-BISCコーナー 

 

　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 

項　目 

電子入札 

システム 

質　　　問 

発注者から各通知書や受付票が到着した際、到着のお

知らせメールが届きます。毎回メールの到着を確認し

てから電子入札システムにて該当の通知書や受付票を

確認していますが、メールの到着が遅れた場合はどう

なりますか。 

 

調達案件一覧と入札状況一覧にある「企業プロパティ」

はどんな機能ですか。 

回　　　答 

発注者から送付される通知書や受付票は、電子入札シ

ステムの「調達案件一覧・入札状況一覧」画面にて、

随時確認して頂くことが基本です。 

お知らせメールは、補助的に送らせて頂いているもので、

回線の混雑状況等により到着が遅れる場合もあります。

電子入札システム上で確認して頂くようお願いします。 

参加中の案件に対し、連絡先情報（名称・氏名・住所・

電話番号・E-Mail）を変更する機能です。企業プロパ

ティでの変更内容は、利用者登録情報に反映されません。 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 
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２００４.１０月号 

　JACICでは、当センターの事業に合致した研究企画案

に対し、研究助成を実施しています。平成15年度は９件

のテーマについて実施をいたしました。 

　この度、以下に示すプログラムで研究助成事業成果の

報告会（参加費：無料）を開催いたします。当センター

の賛助会員の皆様をはじめ関係各位、また一般の皆様の

ご参加をお待ちしています。参加申込書は当センターの

ホームページ（http://www.jacic.or.jp/）からダウンロ

ードできますので、ご利用ください。 

研究助成事業成果報告会の開催案内 

プログラム 

 開催日時：平成16年11月12日（金）13：15～17：00 

 開催場所：はあといん乃木坂（東京都港区南青山1-24-4） 

 定　　員：200名 

 

13：15　挨　　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　豊田　高司 

平成15年度研究助成事業報告 

13：35　ICタグを用いた建物と備品のファシリティ・マネジメントシステムの開発 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学大学院工学研究科　　教　授　宗本　順三 

14：10　橋梁維持管理業務における点検データの標準化とデータ入力効率化に関する研究 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口大学工学部知能情報システム工学科　　教　授　宮本　文穂 

14：45　休　憩（15分） 

15：00　海外建設資材情報の有効利用に関する基礎研究 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都立大学大学院工学研究科　　教　授　岩楯　敞広 

15：35　液状化地盤の側方流動によるライフライン被害予測システムの開発 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学理工学部社会環境工学科　　教　授　濱田　政則 

16：10　位置参照点の整備と共有化　　大阪工業大学工学部都市デザイン工学科　　教　授　吉川　眞 

16：45　閉会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設情報研究所長　今岡　亮司 

（企画調整部　参事　徳重政志） 

　国土交通省、内閣府、総務省、財務省、文部科学省及

び経済産業省では、10月を「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。 

　JACICは、平成14年度から当該月間行事のひとつであ

る記念講演会を、国土交通省及び　運輸政策研究機構と

ともに主催しています。 

　講演３は今後の基本的課題について御講演頂く予定で

すので是非御聴講下さい。 

　詳しい情報やお申し込みは、JACICのホームページ

（http://www.jacic.or.jp）をご覧ください 

 

○開催概要 

主催：国土交通省／　運輸政策研究機構／　日本建設情

報総合センター 

日時：平成16年10月19日（火）13：30～16：30 

場所：霞が関中央合同庁舎２号館講堂（地下２階） 

　　　千代田区霞が関２－１－２ 

入場：無料 

定員：300名 

○プログラム 

13：30　開会挨拶 

　　　　国土交通省総合政策局長　　　丸山　博 

13：35　基調講演 

　　　　「ユビキタス第２章への日本の産業と行政の課題」 

日本経済新聞社日経デジタルコア事務局代表幹

事兼電子メディア局次長 

慶応義塾大学大学院政策メディア研究科特別研

究教授　　　　　　　　　　　坪田　知己　氏 

15：00　講演２「情報流通基盤の変革と旅行振興」 

　　　　株式会社ベストリザーブ代表取締役社長 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小野田　純　氏 

15：45　講演３「建設分野におけるＩＴ化の課題」 

　　　　～マルチプラットフォーム・オープンソース 

　　　　国土交通省国土技術政策総合研究所企画部長 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋常　秀明　氏 

16：30　閉会挨拶 

　　　　運輸政策研究機構理事長　　　長尾　正和 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

平成16年度情報化月間記念講演会の開催案内 
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２００４.１０月号 

JACIC NETメニュー紹介（3） 

　今月は「人事情報」（図－１参照）について紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「人事情報」 

人事情報は以下の内容に分類されます。 

・人事速報 

　　国土交通省関連の人事異動の速報です。 

・国土交通省幹部一覧 

・地方整備局工事事務所長一覧 

・都道府県別土木部等幹部一覧 

・独立行政法人幹部一覧 

・歴代国土交通大臣（建設大臣）一覧 

・歴代国土交通副大臣（政務次官）一覧 

・国土交通官公庁職員案内（データベース） 

　　掲載人数は50320人分（平成16年８月末現在） 

 

　上記メニューの中でも、「人事速報」「国土交通官公

庁職員案内（データベース）」は特に人気があり、アク

セス数が集中しています。人事速報は情報入手後、直ち

にトップページに掲載しており、表題をクリックしてい

ただくと図－２に示すように、異動された方の旧官職と

新官職が分かるようになっています。 

　さらに、このデータは国土交通官公庁職員案内（デー

タベース）にリンクしており、名前をクリックして頂く

と、図－３に示すような過去の異動経歴もご覧になれま

す。この点がJACIC NETの人事情報の大きな特徴です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　また、国土交通官公庁職員案内（データベース）には

図－４に示すように、氏名・フリガナ・職位・異動年月

日・フリーワードの項目によって検索が可能で、会員の

皆様に有意義に使っていただいています。まだ利用され

たことのない方は是非一度利用してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　お問い合わせはJACIC NETヘルプデスクまで 

　TEL：03-3584-3250／E-mail：jacicnet@jacic.or.jp 

（情報管理部　副参事　諏訪　至） 

図－１　JACIC NETトップページ注） 

（http:www.jacicnet.jacic.or.jp/） 
注）画面はイメージ用に編集してあります。 

図－２　人事速報　表示画面（イメージ） 

図－３　国土交通官公庁職員案内　表示画面（イメージ） 

図－４　国土交通官公庁職員案内　検索画面 

氏名をクリック 

 

人事情報 
氏名 
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２００４.１０月号 

1．収集の目的 
　CALS/ECなどの建設分野の情報化を効率的に推進す

るためには、業務の処理を行う業務プロセスの大きな流

れを把握するとともに、個々の業務で、どのような情報

が作成され、どのような関係者間で情報の交換が行われ

るかを、具体的に把握することが前提となると考えられ

ます。しかし、業務プロセスの大きな流れを把握した既

存の資料は数多く存在しますが、建設分野全体を具体的

に把握した資料はあまり存在しませんでした。 

　このため、JACICでは建設分野の種々の業務に実際に

従事されている実務家の方のご協力を頂き、具体的な業

務の中でのプロセスの流れ、業務の実施に当たっての関

係者、関係者間で共有・交換される情報を把握し記録す

る「業務プロセス資料作成プロジェクト」を平成16年２

月から３月にかけて実施しました。ご協力頂いた方は、

87名にのぼり貴重な資料となりました。紙面を借りて、

改めて感謝申し上げます。 

　JACICとしましても、今後の情報化の基礎資料として、

活用することとしていますが、建設分野の情報化に携わ

る方々ともこの情報を共有し、活用頂くことが有意義と

考え公開することといたしました。この情報の提供を希

望 さ れ る 方 は 、 建 設 情 報 研 究 所 近 畿 支 所 長

（masukurk@jacic.or.jp）までご連絡下さい。 

 
2．資料の作成方針 
　情報の電子化においては、上記の通り、業務プロセス

のフローの中の、各作業（「イベント」）において、ど

のような作業主体（「アクター」）が、どのような情報

を用いて、作業を実施ししているのかの具体的な把握が

重要です。このため、本プロジェクトでは、①イベント、

②アクター、③情報の３つが明確に把握出来る形で、建

設分野全体の業務を網羅的に収集するために、実際に業

務に従事されている方々のご協力により、次の形で執筆

頂きました。 

・土木を中心とする建設分野の調査・設計業務及び工事

施工の業務プロセスの分野（例えば、「道路設計業務」、

「橋梁下部工工事」など）をまず決め、このプロセスの

フローを示して頂きました。これが「全体フロー」です。 

・次に、この「全体フロー」の中にある一つの作業（「イ

ベント」）（例えば、「道路設計業務」の中の「設計計算」、

「橋梁下部工工事」の「山留工」など）を取り上げ、こ

の「イベント」、作業主体（「アクター」）や関係する

組織等（「関係アクター」）との関係とこれらの「アク

ター」の間で交換される書類やデータ（「情報」）の執

筆を依頼しました。 

・執筆頂いた「イベント」は、執筆者が実際に経験され

たものなどについて依頼しています。また、執筆に当た

っては、執筆者が経験された立場（コンサルタントの調

査チームや建設会社の現場事務所など）から執筆頂きま

した。 

 
3．収集した範囲 
　収集した範囲を表－１に示しました。工事施工に重点

を置いたため、工事施工分野は幅広く収集でき、調査・

設計の分野は比較的少なくなっていますが、既往の調査

等と比較しても、幅広い、生のデータが収集できたと考

えています。 

 
4．おわりに 
　本プロジェクトでは、業務処理の実例が把握できる資

料の収集を目的としましたが、多くの建設分野の実務に

従事されている人々のご協力を頂き幅広い資料を収集す

ることができました。この資料が、皆様に活用頂き、業

務処理の参考になればさいわいです。この紙面では概略

の説明のみを行いましたが、資料には豊富な内容を含ん

でおります。上記にご連絡の上、是非、ご閲覧下さい。

（建設情報研究所近畿支所長　益倉克成） 

「業務プロセス資料」の公開 

－建設分野での情報共有のための基礎資料の収集－ 

分　類 
コンサルタント業務 

 
 
 
 
工事施工 
 
 
 
 
 
 
その他 
 
合計 

 
 
測量 
調査 
設計 
その他 
 
一般 
河川 
道路 
海岸・港湾 
下水道 
造成 
 
工事受注 

分野数 
20 
3 
6 
8 
3 
41 
11 
7 
16 
2 
3 
2 
1 
1 
62

イベント総数 
266 
18 
69 
140 
39 
660 
152 
117 
276 
41 
54 
20 
14 
14 
940

分　野 
 
路線測量（２）、用地測量 
ボーリング、トンネル（２）、斜面（２）、道路防災 
道路（３）、橋梁（４）、樋門樋管 
環境アセス､維持管理､交通計画 
 
地盤改良､シールド（４）、ケーソン､開削・構築（5） 
築堤・護岸、水門・ポンプ（2）､砂防ダム（2）､ダム（2） 
改良（2）､舗装（４）､橋梁（5）､トンネル（5） 
防波堤・護岸､航路・泊地浚渫 
処理場､管路・管渠（2） 
造成・外構､宅地造成 
 
工事受注 

表－１　業務プロセス収集範囲 
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２００４.１０月号 

地方センターコーナー 

 

・四国地方センターCALS/EC推進室の活動状況 

　四国地方センターでも、CALS/EC体験コーナーの電

子入札コアシステムをＶ４にバージョンアップし、ご利

用頂いています。 

　講習内容と致しましては、最初にスライドにて電子入

札の概要を説明しその後、パソコン実機を使用しての擬

似入札を行っています。少人数での講習である事と、普

段は見る事の出来ない発注者側の操作が見られる事から、

好評を頂いています。 

　四国地方のCALS/EC最新情報や体験コーナーのご利

用用案内・予約状況等に関してはホームページ

（http://www.jacic.or.jp/locality/shikoku/）に掲載し

ております。是非一度ご覧ください。 

  

・「くらしと技術の建設フェアin高知」に出展します。 

「くらしと技術の建設フェア」に今年も出展いたします。

建設フェアは四国４県を順に開催されており、今年は高

知市の高知ぢばさんセンターにて11月19日（金）、20日（土）

の２日間開催されます。 

　昨年度はCALS/ECの紹介と共に電子入札の体験コー

ナーなどを設置しました。また、入札に馴染みの無い一

般の方向けに入札ゲームを行い好評を頂きました。 

　今年度も電子入札体験・電子納品の紹介や入札ゲーム

等企画していますので、是非一度お立ち寄りください。

たくさんの方のご来場をお待ちしております。 

 

四国地方センターの活動報告 

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。 8月のニュースから 

【建設行政ニュース】 

10日　「道の駅」の第20回登録について　　　　　（道路局） 

13日　～ヒートアイランド現象の緩和をめざして～　　　　

　　　　　　　　　　　 　　 （都市・地域整備局） 

23日　国土交通経済（平成16年５月・６月分）の概況　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総合政策局） 

24日　住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性

能表示制度の実施状況について（平成16年６月末時点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（住宅局） 

30日　「平成16年７月８日から同月21日までの間の豪雨によ

る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき

措置の指定に関する政令」について　　　  （河川局） 

【地方整備局ニュース】 

10日　災害時の情報発信・支援拠点としての「道の駅」                 

　　　　　　　　　　　　　 （北陸地方整備局） 

10日　新潟・福島豪雨と福井豪雨を受けて江の川の緊急

堤防点検を実施しました（速報） 

                     （中国地方整備局） 

10日　国道168号、奈良県吉野郡大塔村宇井地内におけ

る地すべりの崩落について（資料提供） 

　　　　　　　　　　　　　　　     （近畿地方整備局） 

20日　経営相談員（建設業再生アドバイザー）の設置に

ついて　　　　　　　　　　 （関東地方整備局） 

 

【公募情報（国・公団等）】  　277件 

 【公募情報（地方公共団体）】　1,061件 

 

昨年度の建設フェアの風景 

（四国地方センター　センター長　松本一珠） 
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JACIC news　平成16年10月1日発行　第三種郵便物認可 

 CALS/ECの取り組みの一環として、平成13年度から国

土交通省の直轄事業で開始された成果品（書類、図面、

写真等）の電子納品は、平成16年度以降、国土交通省直

轄のすべての工事及び業務が対象となりました。 

　電子納品の技術基準等を定めた電子納品要領・基準は、

「建設情報標準化委員会」（委員長：中村英夫　武蔵工

業大学学長）のもとに設置された「成果品電子化検討小

委員会」（委員長：島崎敏一　日本大学教授）で検討され、

上記委員会で推奨されたものです。 

　これらの要領・基準は、電子納品等に関する広報普及

活動の一環として、国土交通省関連部局の監修のもと「建

設情報標準叢書」として順次発行・改訂を行っています。

　昨年度は、平成16年度以降の電子納品全面実施に向けて、

機械設備工事関連の３要領・基準（案）を新たに策定す

るとともに、土木および電気通信設備関連の既存９要領・

基準（案）を対象に、国土交通省における実運用を踏まえ、

電子媒体に格納される成果品の見読性・検索性の向上及

び各要領・基準（案）間の整合化等の検討を実施しました。 

　平成16年６月、国土交通省から上記９要領・基準（案）

の改訂が公表されたため、建設情報標準叢書を改訂しま

した（表－１参照）。 

　要領・基準（案）は大成出版社（Tel：03-3321-4131、

http://www.taisei-shuppan.co.jp）で発売しています。ま

た、要領・基準（案）および各種ガイドラインは、国土

交通省国土技術政策総合研究所のWE Bサイト

（http://www.nilim.go.jp）から無料で入手出来ます。 

（標準部　主任研究員　酒井和吉） 

建設情報標準叢書の改訂 

叢書
NO 
１ 
２ 
３ 
４ 
 
５ 
６ 
７ 
８ 
 
９ 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
15 
 
16 
 
17

監修 
（国土交通省） 
大臣官房技術調査課 
大臣官房技術調査課 
大臣官房技術調査課 
大臣官房技術調査課 
 
河川局河川計画課 
河川局河川計画課 
大臣官房技術調査課 
大臣官房技術調査課、 
国土地理院 
大臣官房官庁営繕部 
営繕計画課 
大臣官房官庁営繕部 
営繕計画課 
大臣官房官庁営繕部 
建築課、設備課 
大臣官房技術調査課 
 
大臣官房技術調査課 
 
大臣官房技術調査課 
総合政策局 
建設施工企画課 
総合政策局 
建設施工企画課 
総合政策局 
建設施工企画課 

定価 
（円） 
1,050 
1,260 
2,310 
4,095 
 

1,260 
1,260 
－ 
1,890 
 

1,260 
 

1,050 
 
945 
 

1,365 
 

1,470 
 

1,575 
945 
 

2,625 
 

1,260

H13 
H13.8 
H13.8 
H13.8 
H13.8

H14 
 
 

H14.7 
H14.7 
 

2.1版 
2.1版 
H14.7 
 
 

H14.11 
 

H14.11 
 

H14.11

H15 
 
 

H15.7 
H15.7 
 
 
 
 

H15.3 
 
 
 
 
 
 
 

H15.7 
 

H15.7 
 

H15.7

H16 
H16.6 
H16.6 
H16.6 
H16.6 
 
 
 

廃刊（注） 
H16.6 
 
 
 
 
 
 
 

H16.6 
 

H16.6 
 

H16.6 
H16.3 
 

H16.3 
 

H16.3

電子納品要領・基準等名 
 

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・土質調査成果電子納品要領（案） 
（旧：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） 
 
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 
土木設計業務等の電子納品要領（案） 
機械設備工事編 
工事完成図書の電子納品要領（案） 
機械設備工事編 
CAD製図基準（案）機械設備工事編 

表－１　建設情報標準叢書一覧 

策定・改訂年月 

（注）叢書No７は、頁数削減に伴い、叢書No1、2、12、13の附録として掲載することとし、廃刊しました。 
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