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ニュースと解説 

 

　平成16年12月７日（火）、東海大学校友会館にて「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、事務局：JACIC標準部）を開催し、以下のような

議題を審議していただきました。 

 
議題 

　　１．前回議事録の確認 

　　２．委員会活動報告（６月以降） 

　　３．委員会活動計画 

　　　　１）委員会全体 

　　　　２）小委員会の年度計画 

　　４．事例紹介 

・国土交通省における電子納品情報を活用し

た業務改善報告 

 
出席：委員28名中24名（代理出席含む）とオブザーバー・

事務局等27名　計51名 

 

1．10回目を数える委員会開催 

　本委員会は、建設分野全体という大きな視点から標準

化作業をとらえ、標準間の調整や、必要な場合には新た

な標準の開発を行う場として、JACICが平成12年10月に

産官学共同のものとして設置したものですが、今回で10

回を数えます。 

　今回は、平成16年７月の「建設情報標準化推進第二次

三箇年計画」公表後のはじめての委員会開催ということ

もあり、各小委員会から今後３ケ年で行う活動計画、平

成16年度で行う年度計画などが報告されました。また今

回から新規の委員として農水省農村振興局整備部設計課

の石川室長が参加することになりました。 

 

2．各小委員会の活動計画 

　第二期委員会の体制は、右図のように４小委員会・１

研究会でスタートしています。以下は委員会で承認され

た各小委員会の活動計画の要約です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜電子成果高度利用検討小委員会＞ 

　現行の電子納品要領の維持・更新を行う他、電子デー

タの利活用を目指した電子納品の検討を行う。 

＜電子地図／建設情報連携小委員会＞ 

　電子地図上で建設情報を共有するための標準の作成を

行う他、ＤＭ・ＣＡＤ・ＧＩＳ間のデータ交換に関する

標準の作成、分散管理されたデータの検索、交換、利用

に関する検討を行う。 

＜ＣＡＤデータ交換小委員会＞ 

　二次元ＣＡＤデータ交換仕様（ＳＸＦレベル２）の維

持及び利用環境の整備を行うとともに、プロダクトモデ

ル（ＳＸＦレベル４）の検討を行う。 

＜コード／分類体系検討小委員会＞ 

　建設情報標準分類体系JCCSVer1.0をもとにより具体

的な利用をイメージしたJCCSVer2.0の開発を行うとと

もに、フェーズ間のスムーズな情報の流通を実現する標

準コードの検討を行う。 

＜オブジェクトデータ交換研究会＞ 

　将来的に目指すオブジェクト指向によるデータ交換の

実現イメージや必要となる標準化活動を明らかにするた

め、上記小委員会のテーマに跨った課題として検討を進

める。 

建設情報標準化委員会（第10回）開催報告 

 

委員会の構成 

建設情報標準化委員会 

電子成果高度利用検討小委員会 

電子地図／建設情報連携小委員会 

CADデータ交換標準小委員会 

コード／分類体系検討小委員会 

オブジェクトデータ交換研究会 
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3．事例紹介 

　委員会では、電子納品に係る事例やIＴ分野における

注目すべき情報技術について、今回から毎回紹介してい

くことになり、今回は国土交通省国土総合技術政策研究

所の有富主任研究員から各地方整備局等における電子納

品を通した業務改善の先進的な事例紹介を行って頂きま

した。 

　これまでの委員会の経緯を含めて、詳細に関しては以

下の委員会に関するホームページを参照して頂けると幸

いです。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（標準部　主任研究員　河内　康） 

広がっています！CORINS/TECRISの利用 
広がる利用拡大 

　発注の際に行う企業評価を、CORINS/TECRISを利

用して行う発注機関の数が増加しています。都道府県と

政令市ではほとんどの機関がCORINSを利用しています

が、市町村では人口に比例して利用する率が低くなって

います。TECRISではその傾向がさらに顕著です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　しかし、平成15年８月の「CORINS/TECRIS検索シ

ステムのインターネット化」をきっかけに、多数の市区

町村から検索システムを利用したいという希望が寄せら

れ、その中でさまざまなご要望をいただきました。 

　CORINS/TECRISセンターでは、これらのご要望に

応えて検索システムがより利用しやすくなるような改良

を行っています。 

 

改良が進んで使いやすく 

　平成16年度には「市区町村の利用料金の値下げ」を実

施し、年間利用料を1万円に値下げしました。さらに平

成17年１月には「試用サービス」の運用を開始しました。

これはCORINS/TECRIS検索システムを使ったことの

ない発注機関を対象に、６ヶ月間無料で実際の検索シス

テムを利用できるサービスです。そして平成17年４月か

らは、技術者毎に情報から工事実績を検索できる「CORINS

技術者工事経歴検索システム」の運用が始まります。 

　これらの改良をすることで、検索システムの利便性を

向上させ、ひいてはより適切な企業評価に利用できるシ

ステムにするよう努めていきます。 

（CORINS/TECRISセンター　参事　浅谷　均） 

 

委員会風景 

 

国の機関 

公団・事業団 

都道府県 

政令市 

特別区（23区） 

中核市（30万人以上） 

特例市（20万人以上） 

市（10万人以上） 

市（10万人未満） 

町 

村 

合計 

－ 

－ 

47 

13 

23 

35 

40 

141 

483 

1,734 

481 

－ 

22 

18 

47 

12 

12 

27 

25 

44 

58 

36 

3 

304

－   

－   

100% 

92% 

52% 

77% 

63% 

31% 

12% 

2% 

1% 

－  

17 

8 

30 

4 

0 

4 

4 

14 

10 

5 

0 

96

－  

－  

64% 

31% 

0% 

11% 

10% 

10% 

2% 

0% 

0% 

－ 

CORINS/TECRIS利用状況（平成16年12月末現在） 

機関 全数 
CORINS TECRIS

数 数 率 率 

　平成16年度から国土交通省直轄事業のすべての工事・

業務が電子納品（成果品を電子的手段により引き渡すこ

と）の対象となっています。年度末が近づいてきたこの

機会に、平成16年６月の要領（案）、基準（案）等の改

訂を踏まえ、電子納品を実施する上で留意すべき事項を

いくつか纏めました。 

電子成果品の作成について、各電子納品に関する要領

（案）平成16年６月版では、使用文字の制限対象が管

理ファイルのみとなり、これまでの使用文字の規定が

緩和されています。なお、オリジナルファイルにおい

ても長期的な見読性の確保から、可能な限り使用文字

の規定を準拠して作成してください。 

以前のCAD製図基準（案）では今後の普及が見込ま

れるGISから図面が検索できるように、場所情報と基 

CALS/ECコーナー 

電子納品を実施する上での留意事項 
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　JACICでは、平成10年度から財団の設立目的に適合す

る研究企画に研究助成を実施している。平成15年度には

9件の研究助成を実施し、平成16年11月に「研究助成事

業成果報告会」を開催した。この報告会で発表されなか

った４件の研究について、１月号から順次研究助成成果

概要を掲載している。本号では、高知工科大学の草柳先

生の研究を紹介します。 

　なお、平成15年度の研究助成成果をまとめた報告書を

ご希望の方は、企画調整部（03-3584-2404）までご連絡

ください。 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

第２００３－５号 
先端情報技術を活用した高精度生産性管理データの収集・
分析に関する研究 

高知工科大学　教授　草柳　俊二 

研究目的 
　本研究は、急速に発達する情報技術を駆使し、各作業

に携わる作業員の動向をリアルタイムで把握し、迅速、

かつ科学的根拠を持った信頼度の高い建設プロジェクト

の生産性管理データの収集・分析を可能にする方法論を

見出すことを目的として実施したものである。 

各作業の生産性を表すデータである"工事歩掛"は当該プ

ロジェクトのコスト管理やスケジュール管理を行う上で

極めて重要なデータであり、このデータなくして的確な

プロジェクト管理は不可能となる。また、収集され、分

析された生産性管理データは当該プロジェクトの管理だ

けではなく、次期プロジェクトの施工計画の立案、積算

等にも活用されるものであり、建設生産活動の基盤とい

ってよい。生産性管理データの収集・分析は工事に携わ

る技術者の最も基本的責務として捉えられてきた。しか

しながら、近年、下請形態による分業化、専業化の進行

や"市場単価導入"といった事業環境の変化によって、生

産性管理データの収集・分析に対する重要性認識が急速

に低下し始めている。生産性管理データに対する重要性

認識低下は、元請企業から下請企業への不当工事価格提示、

ダンピング入札、施工計画の精度低下、工事管理能力の

低下といった様々な問題を生み出す原因となっている。 

　建設プロジェクトでの生産性管理データである"工事

歩掛"は現場の技術者達によって収集・分析されてきたが、

我が国では、一般に、現場の技術者達が個人データとし

て収集し、分析を行っている状況にある。収集・分析の

方法は一定のルールはあるものの、科学的裏付けを伴っ

た建設産業の共通システムとして確立されたものはない。

欧米先進諸国においても、生産性管理データの収集・分

析に関する研究が行われている。手法としては、本研究

の基礎的研究として位置づけたワークサンプリング等を

用いた様々な試みが成されている。しかしながら、未だ、

先端情報技術を活用した生産性管理データの収集と分析

方法は確立されていない。 

研究内容 
　本研究は、作業員に発信機を装着（ヘルメットに装備）

し、発信信号を各作業箇所に設置した受信機によって受

信することによって作業員の位置を把握し、これをコン

ピューター処理することによってリアルタイムに建設プ 

平成15年度研究助成成果概要（その2） 

　準情報を入力することになっていましたが、上位要領

（案）平成16年６月版の改訂による境界座標情報の記

入必須に伴い、場所情報は、図面管理から業務および

工事管理ファイルでの管理となりました。 

デジタル写真管理情報基準（案）の改訂では、上位要

領（案）の工事管理ファイルと重複していた工事情報

の管理項目や不要な予備項目が削除されています。 

成果品に記録する電子媒体について、３つの選定条件

「真正性」「見読性」「保存性」から、電子媒体はCD-R

が原則となり、MOは改ざん防止や原本性の確保がで

きないことから、規定から除外されています。 

電子成果品（CD-R）を作成する際には、国土技術政

策総合研究所のホームページ（http://www.nilim-ed.jp/）

で公開している最新の電子納品チェックシステムをダ

ウンロードし、各電子納品に関する要領（案）・基準（案）

等に従って作成・格納されているかを確認してくださ

い。国土交通省の電子納品に関する情報は、国土技術

政策総合研究所のホームページの「電子納品に関する

要領（案）・基準（案）、各ガイドライン、電子納品

チェックシステム、SXFブラウザの他、1,500件以上

のQ&Aが掲載されています。また、平成16年８月には、

事業関係者からの電子納品に関する問い合わせに対し

て迅速に対応するため電子納品ヘルプデスクも開設さ

れました。本ヘルプデスクは、国土交通省事業（官庁

営繕事業、港湾事業は除く）を対象として電子納品を

実施する上での疑問、質問に対して、解決方法をお答

えすることで、電子納品の円滑な実施を図ることを目

的としていますので、ご利用ください。 

その他の電子納品等に関する情報は以下のURLをご参

照ください。 

 

国土技術政策総合研究所 

官庁営繕事業 

港湾（空港）CALS 

農林水産省CALS 

SXFブラウザ 

http://www.nilim-ed.jp/ 

http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/index.htm#cals 

http://www.ysk.nilim.go.jp/cals/index.htm 

http://www.nncals.jp 

http://www.cals.jacic.or.jp/cad

JACIC便り 

（CALS/EC部　主任研究員　日比野繁信） 
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JACIC通信 

　本書は、日本国内で製品化され利用可能なＧＩＳソフ

トウェア・数値地図データ及びネットサービスを俯瞰で

きる総合資料として、平成4年から毎年刊行しており、

2005年版は３月に発刊する予定です。 

　より多くの選択肢をご提供し、目的・用途に合ったＧ

ＩＳ製品を見出すことができるように可能な限り多くの

最新製品を掲載しております。業務の参考資料としてご

活用ください。 

　なお、本書に掲載された製品はJACIC　HPの「GISひ

ろば」にGIS DataBookインターネット版 

（http://www.gis.jacic.or.jp/）として掲載する予定です。 

　こちらも併せてご利用ください。 

 

◆製品項目◆ 

①地図データ、②汎用GIS、③Web GIS、④埋設物管理、

⑤道路、⑥都市・防災、⑦河川、⑧環境、⑨農林、⑩土

地・税務、⑪マーケティング、⑫GPS・移動体、⑬地図

データ作成、⑭その他、⑮ネットサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行： 日本建設情報総合センター 

　　　　　　建設情報研究所　ＧＩＳ研究部 

定　価：3,780円（本体価格3,600円） 

サイズ：Ａ４版 

（ＧＩＳ研究部　研究員　高鍬智典） 

 

「ＧＩＳデータブック2005」を発刊します 
―日本の地理情報システムの紹介― 

ロジェクトの生産性管理データの収集・分析を可能にす

ることを目指したものである。収集データの処理例を下

図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　作業員に装着した発信機は100以上の基礎データをイ

ンプットすることが可能であり、職種、職能レベル、

所属組織による生産性分析が可能となる。また、この

システムは氏名、年齢、血液型等のデータを組み込む

ことにより安全管理にも使用することができる。 

　しかしながら、今回の研究は、目的とする研究の第

一段階であり、どの各作業員がどのエリア（半径約10m）

で作業に従事しているかを把握するに留まっている。

今後は、作業員の位置をコンピューター画面に表示し

た作業平面図上にプロットするといった技術へ発展さ

せて行かねばならない。 

　信頼性の高い生産性管理データの収集・分析技術の

確立によって、契約条件の変化に伴う設計変更・追加

清算の対応も論理性、透明性をもって迅速に行うこと

ができる。生産性管理データの収集・分析技術は、日

本の建設産業だけではなく、国際建設プロジェクトに

も活用できる。我が国の建設産業における国際競争力

の向上につながることになる。 

特集「ユニバーサルデザイン」 

　わが国は、急速な高齢化が進みつつあり、また、障害

のある人も障害のない人も、ともに生活し活動する社会

を目指すノーマライゼーションの思想や、道路・公園・

建物・その他の施設など、誰もが使いやすいまちづくり

を目指すユニバーサルデザインの考え方が広まってきて

います。これはすべての人々が安全に、安心して生活で

きる社会の形成が求められているものによります。この

ような状況の中で、JACIC情報76号では、国土交通省、

地方公共団体、各組織等におけるユニバーサルデザイン

に関する取組みを紹介するとともに、今後を展望してい

ます。 

　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） 

「JACIC情報76号」近日発刊 

無線タグ 

無線タグ 

無線タグ 

受信機 
シリアル接続 

PC

PC内の処理 

IDログ 

制御プログラム 
データベース 
登録情報 

エクセル形式ログ 

無線タグ 

無線タグ（RFID）システム 

〈構成図１〉 
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中部地方4県1市のCALS/EC状況 
　中部地方では、岐阜県を筆頭にCALS/ECアクションプ

ログラムの策定、電子入札システムの稼動、電子納品の

開始等の様々な積極的かつ先進的な取り組みが見られる。 

　各機関の個別状況は下表に示すが、最近のトピックス

としては、愛知県が県内の81市町村といくつかの発注機

関を加えた電子入札システム共同開発をスタートさせた

ことがあげられる。電子入札システムの共同利用につい

ては、他市町村でも様々に検討されてはいるが、県内の

ほとんどすべての市町村が参加する共同開発は他に例が

なく、平成18年度の一部実施を目指して開発が進められ

ている。 

　また、三重県においては情報統合データベースのパイ

ロットシステムが完成し、庁内において試験運用が始め

られる。この情報統合データベースは三重県が構築した

M-GISを情報表示のベースとし、電子納品情報のみなら

ず、公共事業を遂行する上で必要な情報を一度に管理、

閲覧することができる。 

 

　その他の電子入札関連で言うと静岡県では、県として

はすでに電子入札が始まり、さらに市町村との電子入札

共同利用を推進するための協議会を主体として、平成17

年度の利用開始を目指している。また、岐阜県において

は、市町村間での電子入札共同利用を進めるための協議

会が設立され、平成16年度の試行運用を経て、平成17年

度には本格導入を予定している。 

　名古屋市では、電子入札コアシステムにより、電子入

札システムの開発が進められている。特徴として、物品

入札機能と工事・設計業務入札機能とを同等にとらえて

いる点があり、平成17年10月から運用を開始して平成19

年度には全案件対象を目指している。 

（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/

　LCDMフォーラム設立準備会（国土総合研究機構（㈱

建設技術研究所、日本工営㈱、パシフィックコンサルタ

ンツ㈱）、ITベンダー等が参加、代表者：東京大学大学

院情報学環・学際情報学府　須藤教授）では、平成16年

11月10日に記者発表を行い、「LCDMフォーラム」の設

立構想を発表した。 

　構想では、LCDM（Life Cycle Data Management）

は、対象物のライフサイクル全体にわたるデータ連携・

システム統合の実現を目指す概念であり、「LCDMフォ

ーラム」は、平成17年２月に民間主導の任意団体として

発足させ、２年間の活動期間を予定している。この中で

XMLやメタデータレジストリ、Webサービス等の最新

技術を利用し、情報資源の維持・運用を容易にできる仕

組みを構築することによって、各地に蓄積された建設情

報の流通を促し、業界の活性化・新たなビジネス創出を

可能にする基盤作りを進めるとともに、行政への情報化

戦略を提案していくとしている。 

　同準備会及び国土総合研究機構では、平成17年２月の

設立に向けて、LCDM情報基盤の利用者として想定され

る建設業界関係者をはじめ、ITベンダー等から幅広く

賛同者を募っていきたいとして、12月15日、JACIC等の

後援のもとに東京都千代田区の都市センターホールでオ

ープンセミナーを開催した。この中では、「米国国防総

省メタデータ管理の展開と現状」と題して国防総省専属

コンサルタントの専門家から米国における先進事例の紹

介、須藤教授をコディネートとして当財団今岡理事らを

パネリストにしたパネルディスカッション等が行われた。 

　建設分野の情報共有・連携については、国の施策とし

てCALS/ECが進められているが、建設分野全体として

の生産性やサービス向上、更には新たなビジネス創出に

結びつけるためには業界を含めた全体としての展開が必

要であり、民間主導をうたった今回の「LCDMフォーラ

ム」構想は注目される。 

（標準部　部長　塚原弘一） 

LCDMフォーラム構想発表 

地方だより 

電子入札 

 

電子納品 

 

情報共有 

岐阜県 

全案件において 

運用中 

全案件において 

運用中 

全案件において 

実施中 

静岡県 

H16.11第一弾 

電子入札開始 

一部運用中 

 

実証実験中 

愛知県 

H18 

一部実施予定 

H16 

一部実施予定 

基本計画 

策定予定 

三重県 

対象範囲 

順次拡大中 

一部運用中 

情報統合DB 

構築中 

名古屋市 

H17.10 

運用開始 

H19 

一部実施予定 

検討中 

中部地方のCALS／EC状況一覧 
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印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

ISO9001 登録 

MSA－QS－2368

JACIC news　平成17年2月1日発行　第三種郵便物認可 

　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 

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。 12月のニュースから 

【建設行政ニュース】 

１日　羽田空港第２ターミナル内覧交流会の結果報告 

 （総合政策局） 

９日　東京23区の路上工事における「問合せ番号」及び「不

人気投票」について （道路局） 

16日　ユニットプライス型積算方式の試行 （大臣官房） 

24日　新潟豪雨災害で起きた刈谷田川（かりやたがわ）沿川

の被害発生の仕組みをコンピューターで詳細に再現 

 （河川局） 

27日　町家等再生・活用ガイドラインの策定について 

 （住宅局） 

【地方整備局ニュース】 

９日　過剰に繁殖した藻の対策を考える研究会がスター

ト～名勝嵐山地区をモデルケースとして～ 

 （近畿地方整備局） 

21日　名古屋高速・東名阪（名古屋－高針）社会実験の

中間結果（速報）及び社会実験の継続実施につい

て （中部地方整備局） 

 

【公募情報（国・公団等）】  　107件 

 【公募情報（地方公共団体）】  　539件 

回　　　答 

利用者登録メニューの「変更」を押下しログインします。 

「利用者変更」画面の「入力内容確認」ボタン押下後、「変更内容確認」

画面の「印刷」ボタンより印刷を行ってください。 

なお､「利用者情報」という見出しの画面は、登録時のみ表示可能な画面

である為、「変更内容確認」画面での代用をお願いします。 

「部署名」以下の項目には、電子入札システム操作担当者の情報を入力し

てください。「商号（連絡先名称）」には、会社名や支店名等を任意で入

力してください。 

 

 

 

 

平成15年度の試行運用において国土交通省電子入札システム「物品・役務」

の利用者登録を行ったＩＣカードについても、全省庁統一資格審査情報の

更新に伴い、再度利用者登録が必要です。 

利用者登録（物品・役務）に関する注意点はe-BISCセンターホームペー

ジ（http://www.e-bisc.go.jp/）－お知らせ（左MENU）－H16年９月21日

－利用者登録についてのお知らせ（物品・役務）に掲載されていますので

ご確認ください。 

質　　　問 

利用者情報の印刷手順を教

えてください。 

 

 

 

国土交通省「工事・業務」

の利用者登録の際、「部署

名」以下の項目には何を入

力するのでしょうか。また、

「商号（連絡先名称）」に

は何を入力すればよいので

しょうか。 

平成15年度の「物品・役務」

試行運用で利用者登録を行

いました。平成16年９月27

日以降に利用者登録を行っ

た調達機関にログインしよ

うとしたところ、「ログイ

ンに失敗しました。挿入さ

れているＩＣカードは利用

者登録されていません。」

と表示されました。何故で

しょうか。 

項　目 

電子入札システム 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 

e-BISCコーナー 
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