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ニュースと解説 

建設情報標準化委員会（第13回）の開催報告 

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 

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）は、平成18年 6 月23日

（金）に第13回が開催されました。今回は第二次建設情

報標準化推進三箇年計画の 2年目が終わった段階で、各

小委員会の成果報告等が行われ、策定・改訂された標準

類が紹介されました。また、各小委員会での活動がどう

関連しているのかという議論も行われ、新たに設置され

たタスクフォースの活動なども紹介されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．第二次計画推進のための体制 

委員会は現在右図のように４小委員会１研究会12ＷＧ

という体制で活動を行っています。委員数は合計370名

を数えており、2005年度１年間の会議数は60数回となっ

ております。 

　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．各小委員会の取り組み状況と成果物 

小委員会の2005年度の活動について以下のように報告

され、また2006年度活動計画が承認されました。 

１）電子成果高度利用検討小委員会 

　　　 　（小委員長：島崎敏一日本大学教授） 

2005年度は電子納品要領(案)の機械設備工事編（土木

設計業務・工事完成図書・ＣＡＤ製図基準の３つ）が改

訂され、2006年度は新しいＷＧとして「電子納品共通課

題検討ＷＧ」（仮称）が発足します。 

２）電子地図/建設情報連携小委員会 

　　　 　（小委員長：柴崎亮介東京大学教授） 

CADとＧIＳ間の情報交換がテーマの小委員会ですが、

変換仕様が拡張され「拡張DM-SXF変換仕様（案）」が

策定されました。また位置情報を利用した建設情報ポー

タルサイト用の標準インターフェースの仕様を開発して

デモを行いました。 

３）ＣAＤデータ交換標準小委員会 

　　　（小委員長：寺井達夫千葉工業大学助教授） 

　CADデータの交換標準SXFに関する検討を行っていま 

冒頭挨拶される中村英夫委員長 

図　委員会の推進体制 
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す。2005年度はＶer3.0仕様が一部改訂され、平成17年

12月公表後は直ちにベンダー各社に実装されています。

また建設業振興基金における設備CADの仕様となって

おりますC-CADECへの実装などSXFVer3.0の適用事例

が紹介されました。2006年度には新しいWG「道路中心

線形データ交換標準検討WG」も活動を開始しておりま

す。 

４）コード/分類体系検討小委員会 

　　　（小委員長：寺井達夫千葉工業大学助教授） 

建設情報分類体系JCCSの開発を行い、この実用化を

目指しています。今回「JCCS　ver2.0（β版）」を発

表し、JACICホームページ上で公開しました。2006年度

は活用ツールに関しても検討を行う予定です。 

 

3．鋼橋情報連携タスクフォースの活動 

前回の委員会（第12回）で事務局から提案された特別

検討チームの中間報告がされました。委員会委員でもあ

る武蔵工業大学の皆川勝教授を座長に事務局内タスクフ

ォースを立ち上げて、委員会の活動をよりわかりやすく

ビジュアルに説明するため、鋼橋分野を題材にした活動

を行っています。平成18年度中に説明のためのツールと

してパンフレットと報告書を作成する予定です。 

 

4．第三次建設情報標準化推進三箇年計画の策定 

2006年度は、第二次推進計画の 3年目にあたり最後の

年にあたります。このため、来年度から2009年度までを

活動期間とする第三次推進計画を、これから 1年かけて

策定していく方針が承認されました。第三次計画は平成

19年 6 月の委員会で審議されて同 7月頃に発表予定とし

ています。 

 

以上の内容は、平成18年 6 月26日付で記者発表される

と同時に、以下のJACICホームページ上でも資料が公開

されております。 

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（標準部　主任研究員　河内　康） 

 

ITマネジメント賞は、（財）日本建設情報総合センタ

ーが、（社）全国土木施工管理技士会連合会主催の土木

施工管理技術論文・技術報告賞に協賛して行うものです。 

ただいま、（社）全国土木施工管理技士会連合会（協賛：

（財）日本建設情報総合センター、（社）日本土木工業協会））

は、技術論文・技術報告を募集しています。建設工事だ

けでなく、工事を円滑にするための共通部門や管理部門

などにおける、ITによる効率化やマネジメント改善に

よる効率化もしくはその併用例などをITマネジメント

部門として論文の対象に含めて募集しています。 

優秀な論文・報告に対しては、最優秀論文賞、ITマ

ネジメント賞，優秀論文賞、社会貢献賞、技術報告賞を

設け表彰を行います。CPDS登録対象事業として、登録

を希望される応募者には学習単位が付与されます。技士

会の皆様の振るってのご応募をお待ちしています。 

応募要領、応募方法は、JACICのホームページ 

　（http://www.jacic.or.jp/）をご覧ください。 

JACICのホームページで、「ITマネジメント賞の募集」

をクリックしますと、（社）全国土木施工管理技士会連

合会のホームページ（http://www.ejcm.or.jp/）へリン

クします。 

そうすると画面の左側に緑色の帯が表示されます。そ

の中の「技術論文」を見てください。論文様式のダウン

ロードもできます。 

 

（企画調整部　参事　満田広司） 

 

I T マネジメント賞の募集 

JACIC便り 
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■概要 

ISO TC184/SC4国際会議は、様々な製造業分野での

製品データモデルの国際標準規格を審議する会議で、通

称STEP（STandard for the Exchange of Product data 

model：ISO10303規格群）国際会議と呼ばれています。

ヨーロッパを中心として、年 3回全世界で展開され、今

回は第48回としてイタリアのヴィーコ・エクエンゼ（ナ

ポリ近郊）で開催されました（2006.3.5～2006.3.10）。

JACICは、これまでSTEP規格に基づいたCADデータ交

換標準（SXF）を開発してきました。また、建設分野の

国際的な標準化動向の情報収集も、会議での重要な活動

となっています。今回は、その会議の全体像をとらえ直

し、今後の戦略的参画についての基礎情報を得ることを

目的としました。 

 

■ISO/TC184/SC4の組織 

ISO/TC184/SC4では、 ISO10303（STEP）とISO13584

（PLIB）のテーマに対して 5 つのWGがあり、各WGの

下にTeamが設けられ活動を行っています。WG3ではプ

ロダクトモデリングの検討がなされ、分野ごとに実装検

討がされています。新しいテーマとしてISO8000（Catalogue 

Management）と、会議の在り方を議論するChange 

Managementが加えられています。 

JACICは建設分野の内容を検討しているT22（B&C, 

Building & Construction）に継続的に出席し、国際標準

規格に準拠した調達仕様としてのSXFのアピールと、各

国との調整を行っています。日本の事務局は日本情報処

理開発協会電子商取引推進センターにあり、経済産業省

関連、製造業、JACIC関連、任意の 4つの団体が、関連

会議に出席しながら討議及び情報収集を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ISO/TC184/SC4の活動 

ISO/TC184/SC4の活動は生産プロセスシステムに関

する規格を策定しており、大きくISO10303（STEP）と

ISO13584（PLIB）に分けられます。 

ISO10303（STEP）は製品データモデルの総称で、デ

ータ交換率の高さ、拡張性を特徴としており、製造業等

に徐々に浸透しつつある段階にあります。 

ISO13584（PLIB）は、Parts Libraryの略で分野・部

品ごとのデータモデルの規格化が進められています。 

我が国はこれまで、国土交通省の図面の電子納品の仕

様に採用（AP202）。ボーイング社と国内航空機メーカ

とのPDMデータ授受にSTEPを採用（AP232）。トヨタ

自動車が異なるCAD間のデータ交換をSTEPに限定

（AP214）。自動車業界がSTEPベースのPDQ業界標準

を規定。交換率の高さ、拡張性の高さから、全世界的に

製造業のデータ交換をSTEPに移行中。電子機器、配電

盤などでe-ビジネスインフラを実現（PLIB）。といった

成果をあげてきています。 

 

■会議の特徴 

アプリケーションのモジュール開発など専門的な内容

が多い中、実装レベルでの検討も増えつつあります。オ

ランダより提案されたGellish Table（データ交換フォー

マット）では、トンネル、造船、上水事業へ適用可能と

いう内容が紹介されていました。 

ISO/TC184/SC4会議の各分科会で決められる内容は

他の分科会と連携が必要で、互いに調整しつつすべての

分科会を１週間、集中開催する点に特徴があります。 

多くの討議内容は本会議以外でも電話会議、E-mail交

換などで進められ、欧米諸国との言葉のバリアの大きい

日本は不利ですが、参加してほしいという要望が多くの

分科会からありました。 

 

■今後の会議予定 

2006.6.26-30,ツールーズ（仏） 

2006.10.22-27,ハーシー（米ペンシルバニア州） 

その後、ポルトガル、日本となっています。 

 

（CALS/EC部　電子納品室長　加本　実） 

ISO TC184/SC4 ヴィーコ・エクエンゼ 
（イタリア）会議 

ISO/TC184/SC4組織図 
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－  CALS/ECで仕事の進め方が変わる － 

1．はじめに 

高度経済成長期以降、社会資本ストックはその量的不

足を解消するため、大量に供給・蓄積されてきました。

その結果、投資累計額は50年で50倍、約400兆円に達す

るとも推計されています。※ 

今後は、社会資本投資に占める維持管理費の割合が急

増するばかりでなく、老朽化による大量の更新投資が必

要な事態が間近に控えています。 

さらに、団塊世代の大量退職を目前に控え、限られた

人員で必要な社会資本の整備やこれまでに蓄積された膨

大な社会資本ストックの維持管理を行わなくてはなりま

せん。 

そのためには、これまでの公共事業における業務の進

め方を抜本的に改善し、効率化する必要があります。 

 

2．CALS/ECとは 

CALSはもともと米国の国防総省における調達や文書

の電子化による業務の効率化の仕組みが始まりです。こ

の考えが民間企業にも広まり、企業間や組織間で、事業

や製品等の計画・設計・製造・運用・保守に至るライフ

サイクルの各段階や関係者間で発生する情報を電子化し、

その伝達・共有・連携・利活用を効率的に行う取組みが

盛んになりました。 

日本では、1995年に当時の建設省がこのCALSの概念

を導入し、公共事業の各執行段階や関係者間での情報の

流通を電子的に行い、その交換・共有・連携を効率的に

行う取組みを開始しました。公共事業では常に、事業の

透明性の確保、品質の確保と向上、事業執行の効率化に

よるコスト縮減が求められるためです。 

 

CALS/EC（公共事業支援統合情報システム） 

公共事業で発生する情報の電子化 

＋通信ネットワークの利用 

＋情報の共有化 

＝関係者間や業務プロセス間で情報を連携・利活用 

 

3．CALS/ECの導入効果 

CALS/ECの導入により、公共事業に携わる方々の仕

事の進め方にどのような効果・変化をもたらすかを表

に整理します。 

表　CALS/ECがもたらす主な効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表のとおり、平常時の業務に効果があるばかりでなく、

迅速な情報の検索と収集が必要とされる災害発生時等

非常時にもその効果は発揮されます（下図はその一例）。 

 

 

 

 

 

 

 
図　国土交通省CALS/ECアクションプログラム2005 

〈目標11　GIS管理図に重ね合わせた施設情報管理の効率化〉 

 

4．おわりに 

「国土交通省CALS/ECアクションプログラム2005」

（平成18年３月策定）では、現状の業務プロセスを早

期に可視化（モデル化）して業務プロセスモデル（全

体版）を作成することとなっています。 

来月号以降では、業務段階や個別のテーマごとに

CALS/ECによる業務改善について掲載していきます。 

 

※出典：国土交通白書　平成14年度版 

（CALS/EC部　研究員　新良京子） 

 

業務改善の豆知識（シリーズ1） 

情報の電子化 

検索時間の短縮 

説明能力の向上 

通信ネットワークの利用 

移動コスト等の削減 

防災･維持管理業務の効率化 

情報の共有・利活用 

コスト縮減 

品質の向上 

データベース化により、瞬時に簡
易に検索、閲覧が可能になる 
アニメーション等による説明で理
解されやすくなる 

移動費用や書類作成費用を削減で
きる 
遠隔地から施設の管理情報を収集
でき、業務の効率が向上する 

データベース化等作業効率の向上
によりコストを縮減できる 
ヒューマンエラーの減少により、
成果品等の品質が向上する 
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2005年度　JACIC NET 利用状況 

2005年度のJACIC NET会員のメニュー別利用状況を

報告します。 

 

1．会員数およびアクセス数 

2005年度３月末の会員数は1,872であり、全体アクセス

数は前年度比約12%減の163万アクセスでした（前年度：

185万アクセス）。会員区分別で示すと 図－１のとおり

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－１　会員区分別アクセス数 

 

図－１から、建設業が全体アクセス数の78%強に相当

する約128万アクセスと圧倒的に多い状況です。以下コ

ンサルが約16万アクセス、その他が約12万アクセスと続

いています。 

会員区分別のアクセス数の増減率は表のとおりです。 

コンサルが約19％増、独立法人が約4.1％増加していま

すが、建設業におけるアクセスの減率－15.0%は、2005

年4月よりCORINS/TECRISの自社検索をするパソコン

には、電子証明書を入れることが必要となり利用出来る

台数が限定されたためと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．メニュー別アクセス数 

JACIC NETのメニューは大きく分けて以下の 6 種類

に分類出来ます。各メニューの詳細は以下のURLを参照

願います。 

http://www.jacicnet.jacic.or.jp/j00/service　　　 

このメニュー別にアクセス数を整理すると、図－２

のようになりますが、中でも圧倒的なアクセス数を占

めているのは、CORINS/TECRIS検索です。実に全体

の68%を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２　メニュー別アクセス 

 

3．月別アクセス数　　　　　　　　　　　　　　　　 

月別でアクセス数を示すと図－ 3のようになります。

2005年 6 月の16.2万アクセスが最高で、 6 ～ 8 月のア

クセス数が年間を通じて最高となる傾向は、ここ4,5年

共通の現象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３　月別アクセス数 

 

今後も会員の皆様へ、価値ある情報を提供してます

のでどうぞご利用ください。 

 

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　主事　原　國晃） 
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（4.6％） 
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（0.5％） 

データベース 
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2004年度　 2005年度 

   会員区分 

建設業 

コンサル 

国交省 

地方公共団体 

独立法人等 

その他 

増減率（％） 

－15.0  

18.9 

－5.9 

－3.8 

4.1 

－16.3

表　会員区分別の増減率 

総アクセス数 
1,627,204回 
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■ 北海道地方CALS／EC推進協議会 
　平成18年２月10日迄に7回開催され、CALS／ECの普及・
啓発に向けた各構成機関の取組み状況の報告及び次年度
に向けた協議会としての活動方針を決めています。 
　第７回の推進協議会では、「電子入札は大半の自治体
が道の導入検討に注目し、情況待ち」「入札情報は2割
の自治体がホームページで公開」「情報共有化は札幌市
を含むほとんどの市町村が未検討」「電子納品は札幌市
が今年度に詳細計画、来年度試行など具体的な計画を持
ち、３市の一部部署で実施中だが、ほとんどの市町村は

未検討」との報告がなされ、地方公共団体への情報提
供の継続、新たな支援策の検討により改善を目指すこ
ととしています。 
 
 北海道における建設分野情報化情況は、以上のとおり
となっていますが、今後もJACICでは電子納品、電子
入札、入札情報サービス、情報共有の支援・導入に向け、
活動を続けてまいります。 
 

　　（北海道地方センター長　　島　巧） 
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　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。その他の項目につい

ても、ホームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）のＦＡ

Ｑ（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コーナー 

 
回　　　答 

電子入札システムは入札参加時の企業IDのICカードで最後まで操作
する仕様です。案件参加中にカードが失効あるいは有効期限切れ等
の理由で使用が不可能になる場合には、参加案件の発注者にご相談
下さい。なお「ICカード更新」機能を利用して新ICカードに旧ICカ
ードの企業IDを引き継いだ場合には、該当案件を新ICカードで継続
することが可能です。 
「ICカード更新」機能は、次の3条件を満たす場合にご利用可能です。 
　① 新旧ICカードにおいてICカード取得者情報の「企業名称」、 
      「企業住所」、「ICカード取得者氏名」が同一。 
　② 新旧ICカードが共に有効期間内であり、破損、閉塞、失効 
　　 していない。 
　③ 新ICカードが利用者登録されていない。 
　上記以外の場合は、新規に利用者登録を行ってください。 
使用可能です。但し、「工事・業務」と別に「物品・役務」用の利
用者登録を、調達機関毎に実施する必要があります。また、利用者
登録の際に資格審査結果通知書（全省庁統一資格）に記載されてい
る「業者コード」（10桁の番号）が必要です。 

質　　　問 
案件に参加している途中で、
別のICカードに変更すること
はできますか。 
 
 
 
「ICカード更新」機能はどの
ような場合でも利用可能ですか。 
 
 
 
 
 
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。 

※ 国土交通省電子入札システムにおける「利用者登録」の違いにご注意ください。 
　【工事・業務】：いずれかの調達機関で利用者登録することで、全ての調達機関に参加できます。 
　【物品・役務】：いずれかの調達機関で利用者登録した場合は、その調達機関しか参加できません。 
　　　　　           複数の調達機関に参加する場合は、それぞれの調達機関に利用者登録をしてください。 

項　目 
工事・業務 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
物品・役務 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

北海道 

札幌市 

他市町村 

北海道 

札幌市 

他市町村 

北海道 

札幌市 

他市町村 

平成18年度 

実証実験 

詳細計画 

一部実施中 

システム方式 

独自システム 

検討中 

コアシステム 

（岩見沢市） 

     平成17年度 

ホームページで公開 

ホームページで公開 

約2割の市町村がホ 

ームページで公開 

平成18年度以降 

充実を図る 

機能向上 

公表の促進 

を図る 

    平成18年度 

導入を予定 

システム開発 

大半の市町村は北 

海道の導入待ち 

  平成19年度予定 

工事 9千万円以上・ 

業務５百万円以上 

試行導入を予定 

支援策検討による改善 

■電子納品の状況 ■電子入札 ■入札情報サービス 
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