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ニュースと解説 

　ＪＡＣＩＣでは、年に数回役職員のスキルアップを目

的に「技術セミナー」を開催しています。 

　９月14日にその一環としてＪＡＣＩＣ会議室において、

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

（前ＪＡＣＩＣ研究第一部長）を講師に迎え、「オープ

ンな仕様に基づくマルチプラットフォームなシステムの

開発について」と題して、今後の業務システム開発にお

いて目指すべき方向やそのための手法等に関しての講演

会を行ないました。当日は、ＪＡＣＩＣの役職員約50名

が参加しパワーポイントを使った90分に及ぶ熱心な講演

の後、活発な質疑応答が行われました。 

　以下に、当日の秋常氏の講演の概要を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現状のデファクトスタンダードOSの問題点 
・現状のデファクトスタンダードのOS、は複数のバー

ジョンとそれぞれに対応するデータベース等ミドルウ

エアがセットで販売されている 

・複数のOS、ミドルウエアを維持管理していくために

は多大なコストがかかるため約３年間から５年間でバ

ージョンアップが行なわれている 

・OSのバージョンアップのたびにユーザは新たな設備

投資が必要となる 

■言語開発ツールの問題点 
・これまで言語開発ツールの中にメーカが作成した標準

関数がセットにされて、OSとともに販売されている 

・OSのバージョンと開発ツールの相性問題等があり、

新しいOSでは、古いOSのバージョンの言語開発ツー

ルで作成したアプリケーションの動作は保証されない 

・結果的にレガシーシステムは新バージョンのOSでは

稼動できないこともあるため、プログラムの再作成を

行うなど本来必要のない作業が発生する場合がある。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■Javaの特徴、利点 
・標準Java・コンパイラ変換規則が厳格に規定され、マ

ルチプラットフォーム化が容易な唯一の言語であり、

事実上ネット社会での唯一の言語といえる 

・処理の難しいサーバ上でのメモリーリーク・セキュリ

ティ・名前空間問題等多くの配慮が事前設計段階でな

されており、大規模開発システムで必要な分業化が容

易である 

・オープンソースの為、世界中でオープン参加型のJava

プロジェクト（Jakarta等）が進行し、無償の開発ツ

ール（Eclipse等）・ミドルウエア群（Apache，

Tomcat等）が充実している 

■オープンソースの利点 
・ソースコードをオープンにすることによって多くの人の

目に触れ、信頼度、セキュリティが格段にアップする 

・アプリケーション開発に当たっての責任の所在が明確

になる 

・システムの全容がわかっているため最も効率的な開発

が可能である（どんな処理も事実上可能） 

■オープンソースとオープンアーキテクチァー 
・小規模なシステムはオープンアーキテクチャでもよい

が、規模が大きくなるとオープンソースであるべきで

ある 

・オープンアーキテクチャの代表格であるTRONは

iTRONだけでも多種多様の製品があり、ユビキタス

社会では個々の製品がそれぞれ連携しあってウィルス

にも強いサイバー社会（一つのウィルスで全滅するこ

とのないサイバー社会）を形成する  

（研究第一部　部長　衛門久明） 

「オープンな仕様に基づくマルチプラットフォームなシステムの開発」 
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２００４.１２月号 

　中華人民共和国水利部計画司の葉樹石氏他、長江・黄

河・松遼・海河水利委員会からの調査団８名が、10月13

日にJACICを訪問され、GIS（特に河川関係）に対する

取り組みについて、意見交換が行われました。本調査団

は、日本の河川関係の建設管理・河川情報システムを調

査し、中国の今後の水利施設の建設管理、水災害の監視

と管理及び河川整備等に活かすため来日され、国土交通

省河川局、（財）河川情報センター、京都大学防災研究

所等も訪問されました。 

（CALS/EC部　電子納品室長　加本　実） 

CALS/ECコーナー 

中華人民共和国水利部調査団の来訪 

ヘルプデスクへの質問と回答 

項　目 

電子入札

システム 

 

 

 

 

物品・役

務 

質　　　問 

市町村合併で企業住所が変

わった場合、現在のICカー

ドを利用できますか。 

 

 

 

国土交通省「工事・業務」

の電子入札システムで利用

しているICカードは、「物

品・役務」でも使用できま

すか。 

国土交通省の「物品・役務」

の利用者登録を行っていま

す。利用者登録画面の「代

表窓口情報」に入力する情

報は本社ではなく、営業所

でも問題ないでしょうか。 

回　　　答 

「市町村合併」に伴う住所変更の際は、そのまま旧住所のICカードで

入札にご参加頂くことが可能です。「企業住所」が旧住所のICカード

での入札参加期限については、ご参加予定の発注者にご確認下さい。

連絡先住所は、利用者登録変更により変更できますが、企業住所はIC

カードの情報を読み込んでいる為、電子入札システムでは変更ができ

ません。企業住所の変更については、ご利用の認証局へお問合せ下さい。 

使用可能です。「物品・役務」にご参加の場合は、調達機関毎に利用

者登録を実施して下さい。 

 

 

 

代表窓口として登録頂く情報は、本社以外の情報でも問題ございませ

ん。但し、企業情報とともに全カードの共通情報となる為、２枚目以

降のICカードで利用者登録する際にも登録した代表者窓口情報が表示

されます。変更を行った場合にも全てのカード内容に反映される為、

全社で共通の内容に調整頂く必要があります。また、指名競争入札の

場合、代表者窓口情報の「連絡先メールアドレス」には、指名通知書

発行のお知らせメールが届きます。 

e-BISCコーナー 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 

　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。 

　馬　智亮教授は、中国の技術系の大学では指導的地位

にある清華大学の土木工学科のコンピュータ応用研究室

に所属され、中国の建設分野の情報化を推進されていま

す。さらに2008年に開催される北京オリンピックに伴う

建設事業の情報化にも指導的立場で関係されています。

なお、教授は清華大学を卒業後、日本の名古屋大学で修

士と博士課程を修了されており日本の事情にも通じてお

られます。このたび、来日された機会に、10月26日に当

JACICにおいて中国の建設分野の情報化に関するご講演

を頂き意見交換を実施しました。ここに、その内容を紹

介致します。 

JACIC便り 

中国北京清華大学　馬　智亮教授の講演会 
－2008年北京オリンピックと中国建設CALS－ 
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２００４.１２月号 

　当センター主催の建設情報標準化セミナーが10月15日

東京（虎ノ門パストラル）と10月21日大阪（コロナホテ

ル）において、外部の講師等を招いて開催しました。 

　当日は、東京は晴れ、大阪は前日の夕方、台風23号が

上陸し東海道新幹線が止まるなど心配されましたが、開

催日は、前日の大雨がうそのように朝から好天に恵まれ

セミナー日和となりました。 

　セミナーには、委員会関係者、国・自治体の建設行政

担当者、建設の業界関係者及び学生（大阪のみ）等から

参加があり、東京の参加者は、大阪開催の影響があった

のか189名と昨年を少し下回りました。一方、大阪の参

加者は、初開催ということもあって250名と東京を大き

く上回りました。 

　会場は、東京は適度の満席に近い状態、大阪は会場が

狭く感じるほど終始満席状態でしたが、両会場とも途中

退席する参加者はほとんどなく講師の熱弁に熱心に聞き

入っていました。 

　今回のテーマは、「標準化の活動と展望」として、建

設分野全体の標準化活動について、外部の講師等にそれ

ぞれの立場で講演頂き、広く行政、業界関係者等に知ら

せ、理解を深めて頂くとともに普及を図ることにありま

したが、大阪については、建設情報標準化の意味や意義

から具体的に説明して頂きましたので、その目的はかな

り達成され有意義に終了しました。 

　セミナーの講演者・演題は次のとおりです。 

（東京） 

１）田中 成典　関西大学総合情報学部教授　「建設情報

標準化の現状と展望」 

２）上坂 克巳　国土技術政策総合研究所高度情報化研

究センター情報基盤研究室長「建設情報標準化と建

設行政」 

３）塚原 弘一　JACIC標準部長　「これまでの活動成果

と第二次三箇年推進計画」 

４）福田 雅次　横河工事株式会社取締役　「CALS/EC

と橋建協の取り組み」 

（大阪） 

１）田中 成典　関西大学総合情報学部教授　「建設情報

標準化とは」 

２）青山 憲明　国土技術政策総合研究所高度情報化研

究センター情報基盤研究室主任研究官「建設情報標

準化と建設行政」 

３）塚原 弘一　JACIC標準部長　「第一次三箇年推進計

画の標準化活動」 

４）眞浦 尚彦　大阪府土木部主査　「大阪府における電

子納品の実際」 

５）河内　康　JACIC主任研究員　「第二次三箇年推進

計画の概要」 

＊講演内容（パワーポイント）は、JACICホームページ

http://www.jacic.or.jp/hyojun/　 をご覧ください。ま

た、一部動画配信を予定しております。 

（標準部次長　山本　翔） 

「建設情報標準化セミナー」開催報告 

 

・北京オリンピックの投資額は、関連投資を含み2800億

元（１元は、現在約14円）の規模で、主要施設はメイン

会場となる国家体育場（８万人収容）や国家水泳センタ

ー（1.7万人収容）などの建設が開始されています。 

・中国では、CALS/ECに相当する計画は、「建設情報化」

の名前で、国全体の「国民経済情報化推進」の元に2000

年に「建設情報化基本要点」が発表され推進されていま

す。政府側では、「重点研究プロジェクト」の実施と「情

報公開プラットフォーム」の構築が行われ、企業側では

情報化の開始や大型ソフトの導入が行われています。政

府側の「重点プロジェクト」は、「都市の計画・建設・

管理・サービスのディジタル化プロジェクト」と、「建

設情報化におけるキー技術に関する研究プロジェクト」

からなり、前者は、情報標準化、建設企業情報化システ

ムなど11項目で2005年までの５年間で1500万元、後者は、

協調分散管理プラットフォームなど５項目で200万元です。 

・オリンピックの国家体育場の工事において、ゼネコン

と外部での情報交換のために馬教授の研究室で開発され

た「FPIMS」というウェブベースの協調分散型プラッ

トフォームの紹介も頂きました。 

・今後も、さらに次期の５カ年計画で情報化がさらに強

化される予定とのことです。 

　ご講演では、中国の建設情報化への意気込みがよく伝

わってきました。馬教授に、紙面を借りてお礼を申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（建設情報研究所　近畿支所長　益倉克成） 

理事長挨拶（大阪会場） 大阪会場 
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２００４.１２月号 

　今月はJACIC NETの「CORINS検索」について紹介

します。「CORINS検索」は図-1に示すトップぺージか

らログインでき、「一般検索」と「自社検索」がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　検索項目は「一般検索」と「自社検索」で違いがあり、

図-2に示すとおり自社検索では、「CORINS登録番号」

によって検索することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　また、「自社の技術者」入力欄に技術者名を入力する

と、その技術者の実績が調べられます。その他にも、図-

2の検索項目でいろいろな条件を絞り込むことにより、

いち早く知りたい情報にアクセスできます。 

　一般検索においては、請負会社を指定した後に「技術

者名」での検索を行うことができます。 

　自社検索にて「自社の技術者」を利用した検索結果の

一覧は図-3に示すとおりです。工事の状況や工期等が表

示され、さらに「工事件名」をクリックしていただくと、

図-4に示す「工事カルテ」がご覧になれます。　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　自社検索では、当該工事に従事した技術者の「監理技

術者証番号」「生年月日」「国家資格コード」の情報が

表示され、最新の登録情報が反映されています。 

　一般検索では、「現場代理人」「主任技術者」「監理

技術者」のみの情報となり、「担当技術者」については

ご覧になれません。また、「監理技術者証番号」など非

表示の項目もあります。 

 

 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　自社検索については、JV工事についても検索するこ

とができますので、会員の方は是非「CORINS自社検索」

をご利用下さい。検索の前に入力するID、パスワード

はJACIC NETの「ユーザ認証」画面で入力するものと

同じです。 

　なお、先月号で紹介した「試用申し込み」により発行

されるIDは「CORINS検索」には対応していません。ご

了承ください。 

 

 

（情報管理部　副参事　諏訪　至） 

JACIC NET メニュー紹介（5） 

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

図-2 検索画面（自社検索用） 

図-3 一覧表示（自社検索：イメージ） 

図-4 工事カルテ（自社検索：イメージ） 

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

工事件名 

CORINS検索入口 

CORINS登録番号 
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２００４.１２月号 

第2回研究助成成果報告会開催 

　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、情

報技術を活用し建設マネジメントの向上に資する調査研

究に対し助成対象とし公募しましたところ22件の申請が

あり、審査の結果９件のテーマについて助成をいたしま

した。 

　去る平成16年11月12日（金）に、第２回研究助成成果

報告会を健保会館はあといん乃木坂（東京都港区南青山）

において、以下の内容で開催いたしました。多くの皆様

のご参加をいただきありがとうございました。 

　なお、資料集を参加者に配付するとともに、賛助会員

の皆様には送付させていただきましたが、若干の余部が

あります。ご希望の方は、送付先（住所、会社名、担当

者名、電話番号）等を企画調整部までFAX（03-3505-2966）

をお願いいたします。無料にて送付いたします。 

「JACIC情報75号」発刊 

特集「工事実績情報サービス（CORINS）10周年」 

　工事実績情報サービス（CORINS）は、平成５年12月

の中央建設業審議会からの建議の主旨に基づき、公共工

事の入札・契約手続きの透明性、競争性を高めるととも

に、客観的な基準により信頼の置ける建設業者の選定を

行うことを目的として、全国の公共発注機関および公益

法人等が発注した工事実績を蓄積し、各発注機関に情報

提供するシステムとして構築されました。 

　平成６年４月の登録開始以来、本年で10周年を迎える

にあたり、JACICでは「CORINSデータベース活用方策

研究会」を設置し、CORINSの従来の目的に加え、技術

管理、コスト構造改革、品質確保などの技術的課題や建

設行政課題に的確に対応するデータベースとしての今後

の活用方策を検討しています。 

　JACIC情報では、「工事実績情報サービス（CORINS）

10周年」をテーマとして、CORINSの現状と今後につい

て紹介します。 

　なお、JACIC news９月号でJACIC情報75号の特集を

「ユニバーサルデザイン」とご案内いたしましたが、76

号の特集とさせていただきます。ご了承ください。 

　JACIC情報のご購入および定期購読を希望される方は、

当センター企画調整部（03-3584-2404）までご連絡下さい。

定価は1,050円／冊（税込み、送料別）です。 

（企画調整部　参事　徳重政志）  

平成15年度研究助成事業報告 

１．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 

２．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 

３．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 

４．液状化地盤の側方流動予測と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 

５．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 

（企画調整部　参事　徳重政志） 
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□ 電子納品手引き（案）の説明会開催 

　北海道地方センターでは、11月５日（金）から北海道

開発局主催の「電子納品手引き（案）説明会」が開催さ

れるのに伴い、講師を派遣しております。 

　手引き書は、電子納品に関する一連の作業について、

問題点を整理し、現場での混乱や手戻りを最小限とする

など、効率的な執行を図るため必要な措置を盛り込んだ

ものです。 

　説明会は、受発注者を対象とし、北海道内５都市で下

記の日時・会場で開催されます。 

　また、今回の説明会は、ＣＡＬＳ／ＥＣの地方展開を

目的に北海道内の212市町村全てに案内しており、半数

以上の出席が見込まれております。応募方法や説明会資

料はＪＡＣＩＣのホームぺージからダウンロードできる

こととしております。 

□ 電子入札体験講座に物品・役務を追加開催 

　北海道開発局では、物品・役務契約においても今年９

月から電子入札を一部で実施することとしております。

また、来年度からは、一般競争入札、指名競争入札にお

いて全面実施を予定しております。 

　当センターでは、従来から工事・業務について、セン

ター講座として応札者を対象とした体験講座を実施して

参りました。 

　今回、北海道開発局が物品・役務の電子入札を実施す

ることとしたのを踏まえ、１０月からの講座に加えたも

のです。 

（北海道地方センター　センター長　伊庭　　） 

北海道地方センター活動報告 

説明会の風景（旭川） 

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。 10月のニュースから 

【建設行政ニュース】 

21日　あなたの「まち」に活断層がありますか？ 

　　　－会津など４地区で活断層の詳細な位置を表示した地

図を作成－ （国土地理院） 

26日　首都高速道路及び阪神高速道路の高額回数券廃止等の

認可について （道路局） 

28日　新潟県中越地震による道路橋の緊急調査結果 

 （道路局） 

19日　平成16年度第１回『中国地方整備局事業評価監視

委員会』資料の公表について （中国地方整備局） 

19日　『九州の道路に関するアンケート』調査結果 

 （九州地方整備局） 

21日　入札説明書等ダウンロードシステム運用開始につ

いて （四国地方整備局） 

25日　建設サイクル推進奨励で６団体を表彰 

 （東北地方整備局） 

28日　東京国際空港再拡張事業に係る環境影響評価方法

書の縦覧について （関東地方整備局） 

【地方整備局ニュース】 

12日　平成16年度　社会資本整備事業調整費等の実施に

ついて （北陸地方整備局） 

13日　【速報】台風22号による中部地方の被災状況及び

狩野川放水路の水位低減効果 （中部地方整備局） 

開催地 

旭　川 

網　走 

帯　広 

函　館 

札　幌 

定　員 

350名 

350名 

350名 

350名 

300名 

300名 

開　催　日　時 

 11月５日（金）13：30～16：00  

11月11日（木）13：30～16：00 

11月18日（木）14：00～16：30 

11月25日（木）13：30～16：00 

 11月30日（火）  9：30～12：00  

 11月30日（火）13：30～16：00 

会　　場 

旭川パレスホテル 

網走セントラルホテル 

とかちプラザ 

ホテルオークランド 

札幌第１合同庁舎２階講堂 

【公募情報（国・公団等）】  　243件 

 【公募情報（地方公共団体）】  　747件 
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