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平成17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 

ニュースと解説 

 

1．CORINS入力システムVer.6.0のリリース 

JACICは、平成17年４月から、CORINS検索システム

に、「技術者工事経歴検索」機能を追加して、Ver.6.0

としてリリースしました。 

これにあわせて、JACICは、企業が作成する工事カル

テに技術者情報等の項目を追加した「CORINS入力シス

テム（Ver.6.0）」をリリースしましたが、「CORINS入

力システム（Ver.6.0）」による運用への移行期間として、

6ヶ月間に限り、旧バージョン「CORINS入力システム

（Ver.5.0）」で作成した工事カルテのCORINS登録も受

け付けてきました。 

この移行期間は平成17年9月30日で終了し、10月1日か

らは、「CORINS入力システム（Ver.6.0）」で作成した

工事カルテの登録だけを受け付けます。まだ旧バージョ

ンを使用している方は、速やかに「CORINS入力システ

ム（Ver.6.0）」へ切り替えてください。 

 

 

 

 

 

 

2．CORINS入力システムVer.6.0の配布 

「CORINS入力システム（Ver.5.0）」を使用している

皆様には、平成17年4月に「CORINS入力システム（Ver.6.0）」

の無料CD-ROMを配布しました。もし、お手元に届い

ていない場合は、CORINS/TECRISセンターへお問い

合わせください。（TEL：03-3505-0411） 

3．バージョンアップ時の注意点 

「CORINS入力システム（Ver.5.0）」から「CORINS

入力システム（Ver.6.0）」にバージョンアップするとき

は、以下の点に注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細はCORINSホームページをご覧ください。 

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

 

CORINS/TECRISセンター　副参事　西　一彦 

10月からはCORINS入力システムVer.6.0で作成した 
工事カルテのみ登録可能 

Ver.5.0で作成した工事カルテは登録できません 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 

CORINS入力システム（Ver.5.0） 

CORINS入力システム（Ver.6.0） 

… 

① インストールをする前に 

・「Ver.5.0」で作成したデータのバックアップを

おすすめします。 

　（「Ver.5.0」のメニュー画面-その他-「集積ファ

イルのバックアップ」をご利用下さい） 

②　インストール 

・初期画面で「再セットアップ（バージョンアッ

プ）」を選択してください。 

注）「新規セットアップ」を選択されますと、「Ver.5.0」

で作成したデータが消去されてしまいます。 

・「再セットアップ（バージョンアップ）」を選

択されますと、「Ver.5.0」で作成した「自社情報」

「技術者情報」「CORINS登録データ」のデータ

コンバートを行うことができます。 

注）「Ver.6.0」で新たに追加された発注機関につ

いては、適切なコンバートがされない場合があ

ります。コンバートされたデータを利用する前に、

発注機関コードが正しいかを必ず確認し、正し

いコードを選択してください。 

（CORINSホームページ-ダウンロード-発注機関新旧

対応表） 

③ 技術者情報 

・「Ver.6.0」では、「継続教育（CPD）記録」の登

録や「国家資格等」の複数登録が可能になりま

した。ただし、工期が平成17年３月31日以前の

工事については、入力制限があります。 
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２００５.９月号 

 

　システム高度化研究部設立の趣旨 
「システム高度化研究部」の前身である「研究第二部」

では、建設分野に関わる国、地方公共団体等の公共発注

機関、民間企業を対象として、各種の情報通信システム

の調査研究及び開発を通じ、建設事業の効率化に貢献し

てきました。 

建設分野に限らず情報システムをめぐる大きな課題と

して、これまで進められてきた情報化が個別の情報化で

あり、しかも業務改革を伴わない現行業務の電子化に止

まっているものが多いため、利用面でも運用面でも情報

化のメリットが十分発揮できていないという点が指摘さ

れています。 

このような情報システムの高度化ニーズに応え、研究

第二部の業務をさらに発展させ、業務改善とシステム化

により業務・システムを全体的に最適化する視点から情

報システムの調査、研究及び開発を推進するために、「シ

ステム高度化研究部」を設置しました。 

また、各種情報システムに関する調査研究を行う組織

として、「システム基本室」を設置しました。 

　調査研究の概要 
1）技術情報システムの開発 
①道路関係情報システム 

現在、道路GISに取り組んでおり、道路GISの運用ル

ール、道路基盤データの整備・運用技術、道路GISの利

活用の検討を実施しています。 

②技術文献・地質情報提供システム（TRABIS） 

国土交通省の職員が技術文献や地質情報をWeb上で

利用できるように開発した情報提供システムで、システ

ムの継続的な改良やデータ登録の支援を行っています。 

③新技術情報提供システム（NETIS） 

行政や民間が開発した新技術の情報とその活用の実績

をWeb上で国土交通省の職員及び地方公共団体や公団等

へ提供するシステムで、システムの改良・強化を実施し

ています。 

④地域整備情報システム（Repis） 

地域の資源や創意工夫を活かした地域づくりを推進する

ため、各種プロジェクト情報、統計データ等を収集・登録

し、提供するシステムで、改良・強化を実施しています。 

2）情報通信システムの高度化に関する研究〔システ
ム基本室〕 

情報システムの開発手法、運用管理技術、ネットワー

ク構築等に関して、自ら調査研究を行うとともに、他部

門のシステム開発受託業務、JACIC内部システムに関す

る業務を支援しています。 

3）建設副産物情報交換システム、建設発生土情報交
換システム〔建設副産物情報センター〕 

建設副産物情報交換システムは、建設副産物・再生資

材の搬出量・利用量、再資源化施設の稼働状況等の情報

を取り扱うシステムです。現在、約11,000のユーザーに

利用頂いております。また、都道府県・市区町村の公共

発注機関の方々を対象に最長６ヶ月間の無料お試しサー

ビスを実施中です。 

詳細はhttp://www.recycle.jacic.or.jp/をご覧下さい。 

建設発生土情報交換システムは、公共工事における搬

出･搬入土砂の土質･土量･施工場所等の情報について、

工事発注担当者間で情報交換ができるシステムです。現

在、約1,400のユーザーに利用頂いております。 

（システム高度化研究部　次長　田島一久） 

 

 

 JACIC便り 
システム高度化研究部の紹介 
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システム高度化研究部における業務の概観 
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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）の下部組織である電子地図/建設情報連携小

委員会（委員長：柴崎亮介 東京大学教授）では、平成

16～18年度の標準化活動として、「電子地図上で建設情

報を共有するための標準の作成」について検討を進めて

います。以下にその取り組みについて報告します。 

 

1．検討の背景 

近年、各機関において様々な建設情報がデータベース

化されていますが、分野を跨いだ連携はあまり行われて

いません。また、国土交通省においては電子納品要領に

よる納品が開始され、様々な建設情報が電子データとし

て蓄積されています。今後はこれらの情報を共有・利活

用されることが期待されています。 

建設情報は時空間上の位置と関連するものが多く、索

引の一部に緯度経度や住所などの位置情報を持つことに

よって、図に示すように複数の情報を電子地図上で一度

に検索・利用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図　電子地図上での建設情報の連携イメージ 

 

2．位置情報とは 

位置情報とは、実世界における位置を識別するための

情報のことをいい、“地理座標”と“地理識別子”とに

分けられます。地理座標とは、測量した基準点や道路境

界点などの緯度経度や公共測量座標などのことをいいま

す。地理識別子とは、住所・施設名・距離標などのこと

をいい、それらに対応した地理座標を介して間接的に位

置を参照できる情報のことをいいます。 

また、住所・距離標など地物区分ごとの地理識別子を

集まりにしたものを地名辞典といい、地名辞典を利用す

ることにより地理識別子から地理的範囲や位置（座標）

を参照し、一つの場所を一意に識別することができます。 

 

3．標準化 

電子地図上で建設情報を検索・利用できるような一般

的なシステムでは、システム内部に地名辞典を用意して

おき、利用者は地名辞典を意識することなく地理識別子

から地理座標を参照し、地図および建設情報を検索・利

用することができます。 

ただし、地名辞典は各システム内で独自の形式で作成

される事が多く、他のシステムではほとんど利用できな

いため、図に示すような異なる分野の情報を地図上で連

携するためには、地名辞典を標準化しておく必要があり

ます。 

 

4．標準化委員会での取り組み 

電子地図/建設情報連携小委員会では、建設情報を電

子地図上で検索・利用などの連携を行うために、位置情

報の与え方や地名辞典の標準案、それらを使ったシステ

ム開発を行う際の基本的な考え方を示した“建設情報に

対する位置情報の与え方ガイドライン（案）”の策定を

進めています。 

詳細については、ホームページ（http://www.jacic.or.jp）

を参照してください。 

 

（中央復建コンサルタンツ（株）地下構造系グループ 

前JACIC標準部　研究員　小野剛史） 

標準化委員会の成果及び効果（シリーズ1） 
－電子地図上で建設情報を共有するための標準の作成－ 
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「IT CITY MESSE in Gifu」参加報告 
1．はじめに 

今年で６回目となる「IT CITY MESSE in Gifu－第６

回全国都市づくり先進情報技術展－」が、７月14日、15

日の両日に岐阜メモリアルセンターにおいて開催され、

IT技術の一端を担うJACICも参加しました。 

岐阜県は国内で有数のIT先進県であり、今回の展示会

では、ITS（高度道路交通システム）、GIS、建設・土木

システム、物流関係システム、景観システムなどに加え

て、ユビキタス社会の実現に向けた最先端技術の展示・

セミナーが催されました。 

今年のテーマは、「IT活用による魅力ある都市づくり・

まちづくりの実践」であり、「ITを活用したまちづくり」

に関する先進的な取り組み事例、国土交通省、岐阜県、

岐阜市及び関係団体が共同実施予定（８月４日～10月31

日）の「ITを活用したまちづくり実証実験」の会場内デ

モンストレーション、実証試験参加の事前登録等、意欲

的な企画が数多く報告されました。 

今年の来場者は約19,000人（事務局発表）と昨年度の

約20,000人を若干下回りました。 

 

 日　　付 来 場 者 数 前　年　比 

 ７月14日（木） 8,389人 87.3％ 

 ７月15日（金） 10,269人 95.4％ 

 合　　計 18,658人 91.6％ 

（IT CITY MESSE事務局　発表） 

 

 

 

 

 

 

 
展示会場全景 

 

2．JACIC出展概要 

JACICは「建築／土木ゾーン」に展示ブースを設け、

CALS/ECをテーマとして出展しました。 

○CALS/EC部 

・電子納品 

・情報共有に関する取り組み 

・CALS/ECの最新状況 

○GIS研究部 

・GISノート 

・GISは今……導入市町村に見る活用事例 

展示ブースには、行政関係者の方を中心に御来場いた

だきました。 

特に、電子入札や電子納品の導入を控えた市町村 

のCLS/EC推進の御担当者から、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①GIS導入に向け情報を収集したい 

②PPIにおいて都道府県情報の更新を早くして欲しい 

③電子納品・保管管理システムを導入することにな

ったが、具体的にどうしたらよいのか 

等の幅広いご質問・ご要望をいただきました。この様

なご質問・ご要望を受け、JACICが導入支援を行って

いる電子入札、電子納品、情報共有システム等のCALS/ 

ECが市町村において本格的な実施段階を迎えているこ

とを実感しました。これらイベントにおけるJACICの

広報活動は、市町村への情報発信源として、ますます

充実させるように努めています。 

 

3．同時開催セミナー 

メッセにおいて同時開催セミナーが開催され、７月

15日、CALS/EC部　電子納品室　加本室長が「CALS/EC

の現状課題と今後の展開について」の講演を行いました。 

主な内容として、①CALS/ECアクションプログラ

ムの第３フェーズが2004年度に最終年度を迎え、その

取り組みと達成度、②プロダクトモデルの活用事例、

③情報共有システムで蓄積した情報の活用、先進的な

事例等を講演いたしました。 

講演会後、約150名の聴講者とCALS/ECの今後の展

開と、方向性について熱心な質疑応答が行われました。 

 

 

（CALS/EC部　主任研究員　吉野博之） 

CALS/ECコーナー 

 

展示ブース状況 
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第7回建設情報研究所研究発表会開催案内 

財団法人日本建設情報総合センター（JACIC）では、

研究活動等の成果について、JACICの賛助会員の皆様を

はじめ関係各位、また広く一般の皆様に報告する機会と

して、毎年建設情報研究所発表会を開催しています。 

本年度は、第７回として、平成17年10月12日都内（健

保会館　はあといん乃木坂）にて開催する予定です。発

表会では、建設情報研究所内の各部における研究動向お

よび平成16年度における主要な研究実績を発表いたし

ます。 

詳細は、JACICのホームページ（http://www.jacic.or.jp/）

に発表会開催案内とともに掲載していますのでご覧く

ださい。 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

JACIC情報79号のご案内 

我が国において使われ始めた建設の管理手法にPM（プ

ロジェクト・マネジメント）があります。PMの一手法

としてEVM（earned value management）アーンドバ

リューマネジメントがあります。EVM（出来高管理手法）

は、時間、コスト、予測されるリスクを定量的に測定・

分析し一元的な管理を行うプロジェクト管理手法です。 

JACIC情報では、建設及びＩＴ分野におけるEVMを

特集し、これに関する各組織およびJACICにおける取

り組みを紹介し、今後を展望する。発刊は９月末を予

定しています。 

JACIC情報は、１冊1,050円（税込み、送料別）です。

ご購読のお申し込みやお問い合わせは、企画調整部ま

でお願いいたします。 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

 

　電子入札に関し、ヘルプデスクへ寄せられた問い合せ

の主なものについて、紹介します。これらは、ホームペ

ージ（http://www.e-bisc.go.jp/）のＦＡＱ（よくある質

問と答え）にも掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

回　　　答 

e-BISCセンターホームページ左MENUの「電子入札システム入口【共

通】」より本運用環境に接続後「◎工事、業務」をクリック。「利用

者登録/電子入札」選択画面にて調達機関を選択し「電子入札シス

テム」をクリック。次画面で「説明要求」をクリックし、PIN認証

後に「調達案件検索」画面にて検索条件を設定後、画面左側の「入

札説明書・案件内容」「参加資格なし/非指名/非選定/非特定の理由

請求」「非落札者理由請求」の何れかを質問内容に合わせて選択し、

表示された案件に対して質問を登録して下さい。 

入札書提出は、発注者からの証明書等審査結果通知書もしくは、指

名通知書、見積依頼通知書が応札者へ届いた時点で、調達案件一覧

の入札書／見積書欄に「提出」ボタンが表示され入札書を提出して

頂くことができます。尚、入札書の提出は入札書受付締切日時まで

に行って下さい。入札書受付締切日時は、調達案件一覧の案件名称

を直接クリックすると確認できます。 

質　　　問 

案件に対しての質問はどのよ

うに行なえばよいですか。 

 

 

 

 

 

 

入札書の提出はいつから行な

えますか。調達案件一覧に案

件名称は表示されましたが、

「提出」ボタンが表示されて

いません。 

項　目 

工事・業務 

 

 

 

 

 

 

 

物品・役務 

e-BISCコーナー 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 

JACIC通信 
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２００５.９月号 

建設分野におけるＩＣタグの活用（第6回） 
－施工分野での活用事例－ 

施工分野では、日本と米国で資材の発送や現場納入な

どの管理に適用された例が４例と、現場の作業員や機械

などの管理に適用された例が３例と比較的多くの事例が

ありました（JACIC news ７月号参照）。 

資材の管理は、一般の商品のサプライチェーン管理の

応用とも考えられますが建設資材の特徴である、金属製

品が多いことや嵩高なものが多い事に対しＩＣタグの読

み取りに工夫がされています。作業員の管理では、従来、

接触型のＩＣカードを使用した試みが業界団体を中心に

行われていますが、これをＩＣタグに置き換え高度化を

図った事例と言うことができます。 

比較的事例が多いものの、現状では部分的な活用に留

まっているように見受けられます。今後は現場全体の管

理への発展が期待されます。 

 

資材の納入等の管理においては、資材に貼付された

ＩＣタグを利用し資材の納入だけではなく、納入から

現場加工・設置まで連続的に資材を管理し、さらには

これを構造物の維持管理にまで活用することが可能と

考えられます。作業員などの管理では、現場の入退場

管理のみではなく、作業員の作業状況の把握や作業機械・

構造物のＩＣタグと連携し安全対策などに資すること

も可能と考えられます。また、ＩＣタグの情報を構造

物のプロダクトモデルなどの電子情報と結びつけるこ

とにより、「ものと情報の一体化」ということを実現

できると考えられます。さらに、機械化施工でのＩＣ

タグの活用の可能性も期待できます。 

表－１､２に２つの具体例を紹介します。 

（（株）日建技術コンサルタント　技術顧問 

前JACIC建設情報研究所　近畿支所長　益倉克成） 

実施主体 

出典 

事例概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導入効果 

西松建設、戸田建設、ヨコハマシステムズ 

西松建設HP　http://www.nishimatsu.co.jp/ 

ヘルメットにICタグを付け現場の労務管理を 

実施。共同溝工事に採用された。この現場で 

は、建設ICカードにより現場入退場を管理し、 

現場内ではヘルメットに付けたICタグにより、 

坑内入場を始めとする労務識別管理を実施。 

また、清掃工場解体工事において、ダイオキ 

シン濃度の高い「管理区域」への入出退の管 

理に適用 

ICタグをヘルメットに付け非接触でデータを読むため、所持品で両手が塞がっている場合でも、入退場が

容易になる。ICタグにより、入場/退場管理の自動化、労務管理の効率化、現場管理の品質向上が可能 

現場管理システム 

表－１　施工分野での事例（１） 

事例名 

実施主体 

出典 

事例概要 

 

 

 

導入効果 

 

 

備考 

會澤高圧コンクリート 

ＪＡＣＩＣセミナー資料(平成17年７月28日） 

アジテータ車の窓ガラスにカード型ICタグを搭載し、工場内のプラント及び入口ゲートに設置したリーダ

でこのＩＣタグの情報を読み取ることにより、車の積載状態、位置をオペレーションセンターで遠隔的に

把握し、複数の工場の配車を統合的に管理し効率化を図る。ICタグは、2.4 GHzのパッシブ型。リーダは、

定置型。車の速度は、120 km/hまで読み取り可能であるが、実績は52 km/h。 
車両稼働率の向上（オペレーションセンターで配車を行えるため、複数の工場に統合的に配車が可能にな

り、稼働率が向上。これに伴い車の削減も可能）。工場人員削減（配車担当はセンターで複数工場を担当

するため、工場は製造スタッフのみで運営可能） 

現場が北海道のため、リーダの寒さ対策に配慮、GPSを利用 

生コン出荷管理（HQシステム） 

表－２　施工分野での事例（２） 

事例名 
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東北地方におけるCALS/ECの取り組み 

東北地方におけるCALS/ECの取り組みは、東北地方

整備局をはじめ、国の機関や政府関係機関、各県におい

て電子入札と電子納品をメインとし、取り組みが進んで

来ている状況です。 

以下に東北地方整備局における「電子納品技術向上の

為の取り組み」と「東北地方自治体における電子入札の

取り組み状況」を紹介します。 

 

■電子納品技術向上の為の取り組み 

平成16年に東北地方整備局では、職員が電子納品に対

応したCADソフトを円滑に操作するための説明会が開

催されました。説明会は受講者が実際に作図も行う実習

形式です。各県６会場で１会場３日間行われ、計370名

の方が受講されました。今年度も同様の説明会が予定さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■東北地方自治体における電子入札の取り組み状況 

東北地方における電子入札の取り組み状況は、山形県、

岩手県、秋田県に続き、平成17年10月以降には宮城県

が工事と業務の一部について開始し、青森県では工事

等で実証実験を行う予定です。 

なお、岩手県では、市町村との電子入札の共同運用

に向けた部会が平成16年5月31日に設立され、平成17年

も引き続き共同運用に向けた部会への参加を市町村に

促しています。また、市町村として最初となる秋田市が、

平成17年4月より運用を開始しています。 

 

電子入札の実施状況（平成17年7月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（東北地方センター　副参事　星　浩二） 
説明会風景 

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。 7月のニュースから 

【建設行政ニュース】 

５日　今後５年間でおよそ1,400市町村での洪水ハザードマ

ップ作成を支援 （河川局） 

12日　「経済社会の変化に対応した大都市圏（首都圏）郊外

部の整備方策等検討調査」の概要について 

 （都市・地域整備局） 

15日　「国土交通行政インターネットモニター」アンケート

調査「我が国の海洋・沿岸域のあり方について」の結

果について （大臣官房） 

19日　観光客の移動に配慮した景観整備の取り組みについて 

 （総合政策局） 

19日　ヒートアイランド現象緩和のための建築物総合環境性

能評価システム（CASBEE-HI）の開発・公表につい

て （住宅局） 

【地方整備局ニュース】 

７日　「三重県警察学校生徒寮ほか」の設計者について 

 （中部地方整備局） 

８日　山陰初コミュニティFM局と連携した緊急割り込

み放送の実施について （中国地方整備局） 

11日　インターネットによるリアルタイム防災画像の配

信開始 （北陸地方整備局） 

12日　従来型観光地での地域の魅力の再発見または創出

と、それを活かした集客力回復とまちの再構築に

関する調査報告書について （関東地方整備局） 

15日　平成16年度北海道開発計画調査の成果概要につい

て （北海道地方整備局） 

【公募情報（国・公団等）】  　349件 

 【公募情報（地方公共団体）】  　1,157件 

 

県 

青森県 

 

岩手県 

 

宮城県 

 

秋田県 

 

 

山形県 

 

福島県 

実施状況 

平成17年10月より、一部の工事等で実証実

験開始 

平成17年3月より、一部の舗装工事で試行的

に実施中。今年の８月から、舗装に加え土木・

建築等の８業種に対象を拡大して実施 

平成17年10月より、一部の工事・業務で開始 

平成17年６月１日より、予定価格が大きい

一部の工事・業務で開始。今年の６月20日

から、予定価格の対象額を引き下げ件数を

拡大して実施中 

平成15年度より、一部の工事・業務で試行

的に開始。平成17年度は工事・業務で400

件に拡大して実施中 

導入検討中 

地方便り 
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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。 

■編集・発行　 
〒107-8416　東京都港区赤坂７丁目10番20号アカサカセブンスアヴェニュービル 
TEL. （03）3505-2981〈代表〉　FAX. （03）3505-2966 
ご意見・お問い合わせ先　http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html 
JACICホームページ　http : //www.jacic.or.jp/

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9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。

業務では、最新版を使用して下さい。 

要領・基準（案）（表参照）は大成出版社（Tel：03-

3321-4131、http://www.taisei-shuppan.co.jp）で刊行

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

Webサイト（http://www.nilim-ed.jp/）から無料で入

手出来ます。 

（標準部　主任研究員　森田一幸） 

建設情報標準叢書 

叢書 

NO 

１ 

２ 

３ 

４ 

 

５ 

６ 

７ 

８ 

 

９ 

 

１０ 

 

１１ 

 

１２ 

 

１３ 

 

１４ 

１５ 

 

１６ 

 

１７ 

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

　　      　  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）H16.6 

工事完成図書の電子納品要領（案）H16.6 

CAD製図基準（案）H16.6 

地質・土質調査成果電子納品要領（案）H16.6 

（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）2.1版 

河川基幹データベースシステム標準仕様（案）2.1版 

デジタル写真管理情報基準（案）廃刊（注） 

測量成果電子納品要領（案）H16.6 

 

営繕工事電子納品要領（案）H14.11 

 

建築設計業務等電子納品要領（案）H14.11 

 

建築CAD図面作成要領（案）H14.11 

 

土木設計業務等の電子納品要領（案） 

電気通信設備編　H16.6 

工事完成図書の電子納品要領（案） 

電気通信設備編　H16.6 

CAD製図基準（案）電気通信設備編　H16.6 

土木設計業務等の電子納品要領（案） 

機械設備工事編　H16.3 

工事完成図書の電子納品要領（案） 

機械設備工事編　H16.3 

CAD製図基準（案）機械設備工事編　H16.3

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 

（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、廃刊とした。 

表　建設情報標準叢書一覧 
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