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第14回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12

月12日（火）虎ノ門パストラルにて開催され各小委員会

の報告に加え、平成19年度を初年度とする「第三次建設

情報標準化推進計画」に関する中間検討報告、鋼橋情報

連携タスクフォースの成果報告が行われました。以下に

委員会報告の内容を紹介します。 

　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．各小委員会の活動報告 

現在委員会の活動は、下記の４小委員会１研究会12Ｗ

Ｇという体制で行われています。各小委員会の活動概要は、

以下のとおりです。 

　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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） 

小委員会の中に、各ＷＧ共通の課題を議論できる場と

して「共通課題検討ＷＧ」を設け、その活動が開始され

たこと、そこでは共通の課題についての方針を整理する

ことを目的としており、作業を行うＷＧとは異なること

が説明されました。 

これに対して委員から期待を込めた活動への要望意見

がありました。 

 

（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） 

電子地図をより有効に活用するためには、「地名辞典」

のようなものが随所で作成される必要があり、しかもそ

れは統一ルールに基づき作成されるべきである、との考

え方が示され、そのためのガイドライン作成を行うとの

説明がありました。 

 

（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） 

国土交通省のCALS/ECアクションプログラム2005に

沿った形で、線形情報の交換仕様（案）の一部が策定さ

れたこと、そしてこの標準の応用性・拡張性についての

説明がありました。 

 

（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） 

建設情報標準分類体系JCCSの拡充のために、一般の智

恵を集める仕組みとして、Ｗikiシステム導入の説明があ

りました。 

 

2．鋼橋情報連携タスクフォースの活動報告 

　　　　　　（座長：皆川勝武蔵工業大学教授） 

今年の２月以来事務局内タスクフォースとして活動を

続けてきましたが、その成果の一部が報告されました。

建設情報標準化委員会で策定された標準類を使うと、上

流工程で電子納品された情報が管理維持段階で効果的に

活用できるイメージが説明されました。 

建設情報標準化委員会（第14回）開催報告 

 

 

 

会議の模様 

委員会の活動体制 

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所 

WG

WG

WG

WG
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２００７.２月号 

3．第三次推進計画の中間報告 

来年度から始まる「第三次建設情報標準化推進三箇年

計画」は、委員会の幹事会を中心として現在検討策定中

でありますが、この検討の内容が報告されました。 

第二次推進計画における委員会活動の成果と残される

課題について整理したものが議論されました。また委員

会全体の基本的な考え方やスコープについては、第二次

推進計画と大きく変えなくても良いのではないかという

考え方の中で、次期三箇年の目標にあたるものが議論さ

れました。 

事務局提出の課題以外にも、新しい時代の動きを捉え

て先を見越したテーマを取り入れていくべきとの意見が

委員の中から出され、今後検討することになりました。 

新計画の成案は、次回委員会（平成19年６月頃開催予

定）に提出され、同７月頃に公表される予定です。 

委員会の概要に関しては、以下のホームページで参照

してください。 

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

    

          （標準部　主任研究員　河内　康） 

国連の下部組織であるUN/CEFACT（電子データ交

換に関する国際標準の検討組織）においてJACIC・

SCOPEが中心になって日本主導により進められてきた

電子入札国際標準・第２版が、平成18年1 0月の

UN/CEFACT FORUMニューデリー会議で完成しまし

た。また、JACIC・SCOPEが開発した電子入札コアシ

ステム（以下：コアシステム）が完成した国際標準仕様

に準拠した電子入札システムとして認められました。 

 

１． 経緯 

国土交通省とJACICは、電子入札の国際標準化に着目

し可能性の調査を実施していました。JACICは、平成14

年３月に開催されたUN/CEFACT国際会議に国土交通

省とともに参加し、コアシステムによる日本の電子

入札の取り組みを紹介しました。その取り組みは

UN/CEFACT内で強い支持を得て、電子入札国際標準

プロジェクトの幹事国を日本が担当することとなりまし

た。 

JACICは、国内における電子入札国際標準の事務局と

して検討体制を整備し、国際標準案の原案を策定すると

ともに、UN/CEFACTにおける標準案の審議に参加し

てきました。 

この結果、電子入札国際標準は平成17年６月に電子入

札国際標準・第1版として工事調達に関するプロセス（手

続き）の標準がUN/CEFACTから公開されました。 

更にこのたび完成した電子入札国際標準・第２版は、

第1版の拡張版として工事調達、サービス調達（業務・

役務）、物品調達を対象とし、第1版では未完成となって

いたデータ項目標準まで含めた完全版となっています。 

 

2．電子入札国際標準の概要 

UN/CEFACTにおける電子入札国際標準は、電子入

札のプロセスと、その中で異なる２者間（例：発注者と

応札者など）のやり取りで使用される帳票とデータ項目

を標準化することで、インターネットやWebを利用した

電子データの交換をスムーズに行えるようにするもので

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN/CEFACTは体制が改編された平成14年９月から、

プロジェクト制を採用し業界横断的な国際標準策定が行

われるようになりました。 

UN/CEFACTの正式会議は年２回開催され、電子入

札プロジェクトは、UN/CEFACT内の建設・建築分野

を担当するTBG6で日本が幹事国となり、フランス、ア

メリカ、ドイツ、英国、オランダ、スウェーデン、デン

マーク、チェコ、韓国、インド、台湾の11カ国（10カ国

１地域）と共に検討を行いました。 

日本からの電子入札国際標準案の策定は、日本の公共

発注機関が実施している入札プロセスを基にJACIC・

SCOPEが開発したコアシステムをベースとし、参加各

国の意見を取り込んで汎用化・標準化を行いました。 

電子入札国際標準完成 
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電子入札プロジェクトは、新体制後のUN/CEFACT

における標準開発で先頭に立っていたことから、標

準開発の手続きや標準文書作成ルールの確立にも寄

与することとなりました。また、電子入札国際標準は

UN/CEFACTが新体制となって初めて完成させた国際

標準です。 

 

3．コアシステムの国際標準準拠 

電子入札国際標準の策定は、完成した国際標準を使用

し、実際に電子入札システムが構築可能なことが検証さ

れて始めて完成となります。 

JACICでは、電子入札国際標準・第2版とコアシステ

ムが整合されていることを検証し、平成18年10月の

UN/CEFACT FORUMニューデリー会議で発表しまし

た。 

発表の結果、コアシステムは国際標準と合致した電子

入札システムの成功例として認められました。これによ

り、コアシステムは世界に先駆けて国際標準に準拠した

システムとなりました。 

これらの検証作業は、日本に続いてインド、韓国、

EUが行うことを予定しています。 

 

4．成果 

日本が国際標準策定の場において、各国を先導し

UN/CEFACTにおける国際標準策定の手順やルールに

寄与し、新体制のUN/CEFACTで最初の国際標準を完

成できたことは、日本が先導した国際標準活動の成功

例として、日本の国際標準活動の活性化へつながると

考えられます。 

また、JACICは電子入札国際標準の策定と同時に、

多くの公共発注機関で利用されているコアシステムが

国際標準に準拠していることを証明できたことは大き

な成果となりました。 

 

（CALS/EC部　電子入札コアシステム開発 

コンソーシアム事務局　主任研究員　菊地　修） 

平成18年11月７、８、９日に、外部ISO認証機関によ

る更新審査がありました。 

JACICはISO9001の認証を、平成15年12月18日に登録

されましたので、丸３年が経過しました。過去に２回、

外部ISO認証機関による定期審査はありましたが、更新

審査は初めてです。 

現在、JACICの全ての部（含むセンター、地方センタ

ー）が、下記の登録証を掲げて、「JACICが行う全て

の業務と提供サービス」に対し「品質保証と顧客満足

の向上」を目指した活動をしています。 

①有効期限：平成21年12月17日 

②登録された品質マネジメントシステム：「建設分

野の情報化に関する調査研究、情報提供及び出版」 

（企画調整部　参事　満田広司） 

２００７.２月号 

ISOの更新登録 

1．電子納品・保管管理システムの概要 

電子納品・保管管理システムは、 

（1）納品された電子成果品のうち利用頻度の高いものを

直接格納して利活用する。 

（2）電子成果品（CD-R）の保管場所を一元管理する、

システムです。 

本システムの導入により、電子化された図面などの電

子成果品の検索や再利用を効率化し、平常業務のみなら

ず災害時における応急復旧等の業務支援を行うことを目

的としています。 

また、本システムは電子成果品の保管・検索に加え、

他の維持管理用データベースシステムのデータを自動的

に更新できるデータ出力インターフェィスおよび地図

から電子成果品の検索を行うことのできるGIS連携イ

ンターフェィスを搭載しています。 

 

2. Ｈ１７年度版電子納品・保管管理システム（Ver.6）

の改良点 

平成13年度以来継続的に改良を加え機能向上を図っ

てきましたが、平成17年度には次のような改良を加えました。 

（1）地質・土質調査成果電子納品要領（案）（Ｈ16.6版）

への対応：平成17年度4月からの適用のため、前のバ

ージョンでは未対応でした。 

 

 

 

業務改善の豆知識（シリーズ6） 
― 電子納品・保管管理システム ― 

CALS/ECコーナー 
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２００７.２月号 

（2）発注機関コードへのマルチバージョン対応の実施：

コリンズ・テクリス（CORINS/TECRIS）発注機関

コードの改編に伴い、複数のバージョンに対応できる

ようデータベースを変更しました。 

（3）上記のデータベース変更に伴い、システム間データ

の引渡しのための引数に、バージョンコードを付加え、

連携引数の仕様に変更を加えました。 

（CALS/EC部 電子納品室　主任研究員　五十嵐 仁） 

JACICでは、会場を設け、皆様を聴講者としてお招き

した、JACICセミナー、研究助成事業成果報告、建設情

報標準化セミナー、JACIC建設情報研究所の研究発表会

を毎年開催しています。大学の研究者や民間研究機関等

の方が、専門分野の最先端技術情報を講演してください

ます。いつも新しい情報が盛りだくさんです。講演の案内は、

JACICのホームページ等で行いますので是非会場へお越

しください。 

これらの講演は、会場でビデオ撮影し、JACICのホー

ムページから動画配信しています。都合が悪く来場でき

なかった方、もう一度聞きたい方は、動画をご覧くださ

い。講演者の音声を大切に、会場での講演から１週間以

内に動画配信できるよう、努力しています。 

　以下に動画を見る手順を説明します。是非覗いてみて

ください。 

 

JACIC便り 

（4）「PLAY」ボタンをクリックすると、直ぐに最先端講義を受けることができます。 

動 画 配 信 

（1）JACICのホームページへ入ります。URLは次です。　http://www.jacic.or.jp/ 

（2）動画は主に、JACICのホームページの「Webセミナー」に置いてあります。 

（3）例えば、「JACICセミナー」をクリックすると下図となります。 

（企画調整部　参事　満田広司） 

Webセミナー 

●JACICセミナー　                             ●建設情報標準化セミナー　             ●JACIC設立20周年講演会　 

●研究助成事業成果報告　               ●国交省情報化月間講演会               ●アジア建設ITワークショップ 

第3回JACICセミナー「建設分野のデータ標準とメタデータレジストリ」 

「何故メタデータレジストリが必要か」 
東京国際大学 
教授 
堀内  一氏 

PLAY

なぜメタデータ・レジストリが 
必要か 

2006年12月7日 

堀内  一 

ISO/IEC JTCI SC32WG2 
東京国際大学 

LCDMミッション報告会 
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２００７.２月号 

JACICは、建設分野の情報化の推進を目的に平成14年

度から建設分野における情報化に関する話題をテーマに

「JACICセミナー」を開催しています。 

平成18年度の第３回JACICセミナーを12月７日（木）

に「建設分野のデータ標準とメタデータレジストリ」を

テーマに開催しました。 

今回のセミナーは、JACICの標準化活動の一環として

国土交通省及び建設分野におけるレジストリの早期整備

を目指して、民間活動であるLCDM（Lifecycle Data 

Management）フォーラム（2005年度に設立）と共にデ

ータベース仕様の標準化を促す仕組みとして、データ標

準を登録・公開する、メタデータレジストリを運用し、

成果を上げ先行している米国の５機関の実態を調査し

LCDMの実現可能性について報告をいただきました。 

セミナーに先立ち我が国のメタデータレジストリ技術

の第一人者で、メタデータレジストリのISO標準の策定

を主導されている東京国際大学堀内一教授に基調講演「何

故メタデータレジストリが必要か」と題してデータ標準

とメタデータレジストリ技術について詳しく解説してい

ただきました。 

セミナーでは、LCDMフォーラム　礒部猛也事務局長

から「データ標準のレジストリ技術に関する米国調査の

概要」と題して、調査先である米国連邦政府５機関（連

邦航空管理局、米国健康情報知識ベース、退役軍人省健

康管理局、国立ガン研究所、環境保護庁）の紹介、現地

調査の結果として国内においてHP等で調査しても入手

できない部分を織り込みながらレジストリ構築に至った

経緯、レジストリの構築方法、レジストリの運用方法、

レジストリの将来計画について総括され、米国でもまだ

まだ発展途上にある。雑感として女性の活躍が目立った

等の報告がありました。その後、各団員から５機関別の

詳しい報告がありました。また、団員としてJACICから

参加した秋山実標準部長から「建設分野のメタデータレ

ジストリへの展望と課題」と題して米国調査から得られ

た知見の紹介、建設分野のメタデータレジストリ構築に

向けての課題について報告しました。　 

最後に今回の米国調査団長であり国土交通省総合政策

局村松敏光施工企画課長から講演「イノベーション25と

標準化」と題して技術の歴史、イノベーション25の目指

すところ、建設生産システム、建設イノベーションを支

える標準化等の講演をいただきました。 

セミナーに参加の皆様有り難う御座いました。講演内

容は、当センターのホームページにおいて動画配信をし

ていますのでご利用ください。 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

第3回　JACICセミナー報告 

　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 

企業IDや登録内容を確認したいICカードを使用して利用者登録メニ

ュー画面の「変更」を押下し「利用者変更」画面を表示することで

企業IDを含む利用者情報を確認することができます。 

 

辞退届を提出した案件では「落札者決定通知書」や「決定通知書」

は届きません。 

 

国土交通省「物品・役務」入札においては、案件に参加する調達機

関ごとに利用者登録を行う必要があります。利用者登録にて登録し

た情報は、調達機関ごとに管理されます。複数の調達機関に参加さ

れる応札者は、それぞれの調達機関において利用者登録を行ってく

ださい。また各調達機関への利用者登録は１枚のICカードにつき1

度実施して頂ければ結構です。 

質　　　問 

本運用にて利用者登録完了画

面で印刷を忘れてしまいまし

た。企業IDや登録内容を確認

することはできますか。 

辞退届を提出しましたが、「落

札者決定通知書」や「決定通

知書」は届きますか。 

物品/役務は調達機関ごとに

利用者登録が必要なのですか。 

項　目 

 

 

 

工事・業務 

 

 

 

 

 

物品・役務 

 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 
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２００７.２月号 

1．建設情報標準分類体系（JCCS）の取り組み 

建設関連プロジェクトでは、品質・コストを向上させ、

進捗管理を効率化するため、図面や文書の情報を電子的

にやりとりしています。このような動きは、ITの進展

によって日々加速しています。 

しかし現時点では、顔見知り同士があうんの呼吸で情

報交換すれば手軽ということもあって、明確なルールを

作らず、直接利用できるファイルを互いに送付すること

が多いようです。この場合はパフォーマンスを維持した

ままオリジナルファイルを使うことができる反面、局所

的な情報交換にとどまってしまいます。 

標準化委員会では、これを全体最適化へと進化させる

ため、あらゆる状況で可読性があり、長期保存に適した

ファイルフォーマットやデータ構造の標準化を検討し、

推進しています。 

建設情報標準分類体系（JCCS：Cons t ruc t i on  

information Classification System in Japan）は、情報

を伝えるための言葉に着目し、さまざまな標準の基盤と

なる用語体系を構築しようとする試みであり、寺井達夫 

千葉工業大学助教授を小委員長とするコード/分類体系

検討小委員会で2001年から検討を重ねています。６年目

となる本年度は、小委員会の成果として６月までに「JCCS 

Ver.2.0」を公表する予定です。 

 

2．今後の方針について 

これまでの標準化活動では、標準という枠に合わせて

報告書や図面を作成し、将来利用できるように蓄積して

きました。しかし、依然として標準に当てはまらない情

報が存在し、これからも枠に合わない情報が生まれてく

ると考えられます。 

そこで今後は、作成や蓄積だけでなく、利活用の面で

情報技術を開発し、枠に合っていてもいなくても、デー

タの構造に依存せずに情報を自由に活用するための標準、

つまり「やわらかい標準」を目指していく方針です。 

 

 

3．JCCSの将来性～「集合知」への展開 

JCCSによる情報の体系化を「やわらかい標準」へと

展開するための第一歩として、現在、Wikiベースの

JCCS編集環境を準備しています。JCCS編集環境は建設

分野の専門用語について、定義・分類・同義語・関連語

などの情報を一般の利用者が書き込み、参照できるサイ

トであり、初期段階ではインターネット公開型の専門用

語辞書として提供することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは、多くの利用者が参加して情報を出し合うこ

とになるため、運営上の課題もありますが、巨大な集合

知を形成できることが大きな魅力となります。 

他方、Googleなどの検索サイトで入力するキーワード

には、ひらがな単語や合成語の専門語もあります。

JCCSはこれらを正確に検索するための解析用辞書として、

集合知の利用面でも役立つ可能性があります。 

このような展開においては、標準を作る過程で培われ

た技術やノウハウを情報にアクセスするための技術開発

へと向けていく必要があります。そして将来的には、も

っと多くの人が情報を発信・形成・利用するというプロ

セスを繰り返すことによって、情報を「知」へとレベル

アップできるように、標準化の分野からの支援体制を整

えていく計画です。 

（標準部　研究員　木全知子） 

標準化委員会の成果及び効果（シリーズ3） 
建設情報標準分類体系(JCCS)の新たな展開 

現在検討中のJCCS編集環境ブラウザ表示画面例（案） 
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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ます。平成17年度に

は13件の研究助成を実施し、平成18年11月に「第４回研

究助成事業成果報告会」を開催しました。この報告会で

発表されなかった７件の研究について、２月号から順次

研究助成成果概要を掲載します。本号では、千葉大学の

林先生の研究を紹介します。 

なお、報告書は、以下のURLに掲載しています。 

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html 

また、平成17年度の研究助成をまとめた報告書をご希

望の方は、企画調整部（03-3584-2404）まで連絡ください。 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

第２００５－３号 

Web3Dテクノロジーを用いたインターネット上での景

観評価システムの開発と実用化 

千葉大学　助手　林　恩美 

都市計画において、多種多様な市民の合意形成を効率

的に推進することは、きわめて重要な課題である。合意

形成の段階では多数の人々を対象とした多様な側面から

の評価と議論が必要である。 

Web3Dテクノロジーを用いて、インターネット上で

多数の人々がいつどこからでも自由に参加し、多視点か

ら景観を評価できる景観評価システムを開発した。なお、

より進歩した景観評価システムとして、提示された3次

元コンピュータグラフィックス（CG）に対する評価だ

けではなく、インターネット上で市民が計画案を簡単に

修正し、3次元CGで提示できるインタラクティブな評価

システムの開発を研究の目的とした。 

以上の背景を踏まえて、第一に、Web ３Dテクノロ

ジーの一つであるVRML(Virtual Reality Modeling 

Language)を用いて、景観を簡単に可視化し、シミュレ

ーションした画像の中をリアルタイムで歩く疑似体験

(Walk-Through Simulation)が可能な景観可視化システ

ム“VR-Terrain（VRT- GUI）”を開発した。 

VRT- GUIは、地形データ、建物データ、植物データ

を作成するレイヤーと、それらのデータをVRMLプログ

ラムへ変換し、景観をシミュレーションするサブメニュ

ーで構成される。 

VRT- GUIは、汎用的な景観設計のためのCADシステ

ムとしても使用できるように、GUI（Graphical User 

Interface）機能があり、ウィンドウ上でマウスをクリッ

クすることで、地形・建物・植物の位置データを簡単に

入力でき、CSVやXML形式でデータを保存できる。なお、

ユーザーは作成途中のデータを順次にVRMLプログラム

に変換し、３次元CG画像をさまざまな視点から見ながら、

データの正確さを確かめられる。 

第二に、VRMLとCGI（Common Gateway Inter -face）

スクリプトなどを利用し、インターネット上で市民が計

画案を簡単に修正し、その画像を３次元CGで提示でき

るインタラクティブな景観可視化・評価システムを開発

した。なお、開発したシステムで千葉県松戸市の駅前を

対象地として、景観可視化・評価用ページを作成し、そ

の動作を確認した。 

開発したシステムで、ユーザーは、まず、景観可視化 

・評価用ページにアクセスし、計画案として提示され

た3次元CGの中を、Walk-Through シミュレーションし

ながら、細かく検討できる。次に、壁面後退、看板の有

無、植物の種類に関するパラメーターを変えることで、

さまざまなパターンの都市街路景観を自ら作成し、その

画像を計画案として提案できるようにした。このような

機能は、都市緑化プラン検討に有効である。 

第三に、VRT- GUIの実用性を確かめるため、実際に

景観づくり方針の検討が行われている東京都江戸川区一

之江境川親水公園沿線を、研究対象地として約12ha（262

ｍ×455m）をシミュレーションし、懇談会で建物の高さ・

地区の範囲検討に用いた（図）。VRT- GUIによる

VRML画像は、まちづくりの意見交換において有効に使

用できる手法であることがわかった。 

これまでのバーチャルリアリティシステムは高価な設

備を必要とするものが多く、多数の人々を対象とした景

観評価に用いることは困難であったが、本研究の応用に

より、インターネット上でバーチャルリアリティによる

景観可視化や評価が低コストで実現できる。 

平成17年度研究助成成果概要（その１） 

２００７.２月号 

りん うん み 

図　VRT-GUIによる景観可視化・予測画像の例 
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２００７.２月号 

 

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。 

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

 

JACIC news　平成1９年２月１日発行　第三種郵便物認可 

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 

【公募情報（国・公団等）】   202件　【公募情報（地方公共団体）】  1539件 

■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/

ISO9001

地方便り 

「豊かで安全なくらしと環境の調和をめざして」をキ

ャッチフレーズに、建設事業に係わる新技術・新工法等

を展示する「建設技術フェア2006 in中部」が11月８、

９日の２日間、ナゴヤドームで開催され、２日間で延べ

14,100名余の来場者がありました。 

10周年の節目となる今回のフェアは、「公共工事の品

質確保」「地震、台風、集中豪雨等自然災害の頻発」「2007

年問題（技術の継承）」「ポスト万博（環境対策）」等の

課題に対応するため、従来からの出展者（産・学・官）

による専門的な技術展示や実演を主体とするものに加え

て、主催者企画によるパネルディスカッション等が実施

されました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACIC中部地方センターでは、建設業界のIT普及と

CALS/EC導入の推進を目的とする展示物を揃えました。 

国土交通省をはじめ、中部４県と県下自治体が採用・

運用している「電子入札コアシステム」、資源のリサイ

クルの推進や資源の循環活用を図り環境の保全に資する

「建設副産物・建設発生土情報交換システム」、公共工

事の品質確保の促進に関する法律における発注関係事務

の適切な実施を図る「コリンズ／テクリス検索システム」、

受発注者向けCALS/EC学習用教材「CALS/EC理解度

チェックソフト」等を展示しました。 

　（中部地方センター長　吉田　弘） 

中部地方センター 

現在、JACICでは、コリンズ・テクリスのシステム再

構築作業を実施しています。 

リリース時期は、JACICnews2006/9No208でお知ら

せした平成19年５月末から半年程度遅れる見込みです。 

コリンズ・テクリスをご利用頂いている関係者の皆様

方におかれましては，その旨ご理解下さい。 

詳細については，後日、JACICnewsやホームページ

等でご案内致します。 

（CORINS/TECRISシステム再構築室） 

コリンズ・テクリスのリニューアル時期の変更 

JACIC中部地方センターの出展 

「建設技術フェア2006 in 中部」への出展 

お知らせ 
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