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情報の共有・連携により、生産性向上を図る観点から、

データベースの構築にあたっては、互換性の高いXMLが

用いられる傾向にあります。しかし、XMLは自由度の高

い言語なので、それぞれのデータベースでタグ名称など

の仕様がバラバラになり、互換性が取れなくなることも

懸念されます。実際、XML化で先行した米国では、仕様

の乱立が連携の障害となり混乱を招いた経験から、XML

タグの定義を登録・公開し、簡単に閲覧・比較できるよ

うにすることで標準化を促進するレジストリ（登録簿）

の運用という解決策を見出しました。これにより、今で

は多くの分野でデータの流通環境が整っており、生産性

の向上に寄与しています。 

日本でも、経済産業省でNRR（National Registry & 

Repository）の構築に取り組んでいるものの、電子商取

引の分野に限られています。そのような中、建設分野で

は民間活動としてLCDM（Lifecycle Data Management）

フォーラムが2005年度に設立され、レジストリの運用環

境の早期整備を目指して活動しています。 

JACICでは、CALSなどが目指す広範なデータ連携の

実現に、今後レジストリが重要な役割を果たすことにな

るとの認識から、既にレジストリの運用段階にある米国

の関連機関を2006年10月に訪問調査し、有益な情報を得

ることができました。この調査には、国土交通省総合政

策局建設施工企画課の村松課長と清水補佐、メタデータ

に関するISO/IECの標準化を主導されている東京国際大

学の堀内教授ならびにLCDMフォーラムのメンバーにも

参加していただきました。 

調査対象機関は、FAA（Federal Aviation Administration:

連邦航空管理局）、USHIK（United States Health Information 

Knowledgebase）、VHA（Veterans Health Administration:

退役軍人省健康管理局）、NCI（National Cancer Institute:

国立癌研究所）、EPA（Environmental Protection Agency:

環境保護庁）の５機関です。 

調査の結果、米国の行政では全米に広がる多数の機関

で作成・管理されているデータベースを連携し、多数の

システムで利用している実態があり、データの重複管理

や質の悪いデータの存在が、全体の効率に大きく影響す

るという認識から、標準化のスピードを上げる必要性を

痛感していることが分かりました。レジストリの運用に

よって、データ仕様の詳細が簡単に閲覧・比較できるよ

うになり、システム開発やデータベース設計のコストが

削減され、標準化も進んでいることが分かりました。 

また、レジストリを普及し、標準の登録と利用を促進

するため、登録・利用は無償で、新規システム構築や改

良時はこのレジストリーを利用することを条件づけてい

ます。また、標準の質を保つため、独立した審査機構を

設けるなどの制度設計が重要なことも分かりました。レ

ジストリの利用者は、データベースの設計者やシステム

開発者などに限られるため、その運営は行政機関が責任

を持って行っており、一部を除いてID管理などでアクセ

スを制限したクローズドな利用環境となっています。 

レジストリの利用環境はWebベースで、登録・検索・

閲覧・比較などの機能を持つソフトがいくつか作られて

います。運用の事務は行政機関が直轄で行ったり、アウ

トソーシングしたりとまちまちですが、審査機構を除いて、

直接の運用は３～８人程度の専任者でまかなわれています。

米国でも最も早く1990年代初めからレジストリ構築に着

手してきたEPAでは、現在はゲートウェイとなるSoR

（System of Registries）を介して８つのレジストリ群か

ら構成される膨大なサービスを提供しています。データ

要素、XMLタグ、バリュードメイン（値域）などを提供

するEDRには約10,000のデータ標準が登録され、アプリ

ケーションを管理するREADには55組織の約2,500のアプ

リケーション、化学物質などのメタデータを管理する

SRSには約85,000のメタデータ、用語集のTRSには約

11,000の専門用語が登録されています。 

この調査の概要は、2006年12月７日に開催された第3回

JACICセミナーで報告されました。その内容は、Webセ

ミナーとして下記のURLから閲覧できますので、 ご覧く

ださい。 

http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/  

（標準部　部長　秋山　実） 

XMLタグの共有と普及効果に関する米国調査報告 

ニュースと解説 
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２００７.３月号 

JACICは（財）港湾空港建設技術サービスセンター

（SCOPE）と共同で、１月25日・26日の２日間にわた

り東京・有明TFTホールにおいて、「CALS/EC 

MESSE 2007」を開催いたしました。 

第６回目となった今回は、「“対応から活用へ”

CALS/ECによる新しい業務プロセスと最新の建設ITを

体感する２日間」と題し、各種セミナーと建設ITに関

する最新製品／技術を集めた展示会を行いました。 

２日間併せて8,551名の皆様にご来場いただきました。 

 

 

 

 

 

 

1．展示会 

展示会では、CALS/EC導入の推進と建設産業におけ

るITの普及等を目的として、出展社による「建設

IT&CALS/ECのソリューション展示ゾーン」、主催者

による「CALS/EC体験ブース」を設けました。 

出展社展示ゾーンでは、54社の企業と３大学４研究室

の出展があり、熱心な活動が行われました。 

「CALS/EC体験ブース」では、平成18年３月に発表

された「国土交通省CALS/ECアクションプログラム2005」

の解説と最新動向をはじめ、様々なCALS／ECに関する

情報発信を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2．CALS/ECシンポジウム 

開会の挨拶に続いて、国土交通省 鬼頭大臣官房技術

総括審議官より、来賓のご挨拶をいただきました。 

その後、国土交通省大臣官房技術調査課 笹森建設技

術調整官より「国土交通省CALS/ECアクションプログ

ラム2005の取り組みの現状と今後の展望」と題し、

CALS/ECの今後の目指すべき姿について基調講演をい

ただきました。 

引続き行われたパネルディスカッションでは、「情報

の共有・連携、業務プロセスの改善による実際の効果、

課題および今後の方向性」について、各団体の取り組み

をご紹介いただいた後、パネリストによる議論が熱心に

交わされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3．先進／導入事例セミナー、実務者セミナー、CALS/EC

入門セミナー 

「先進／導入事例セミナー」では、建設分野における

先進的なIT活用事例を、「実務者セミナー」では、現場

の実務者を対象に役立つ情報を各講演者にご講演いただ

きました。今回、新たに企画した「CALS/EC入門セミ

ナー」は、CALS/ECの概要、電子入札、電子納品の3講

座を行い、これからCALS/ECの展開を進める市町村の

担当者を中心にCALS/EC入門セミナーが「参考になった」

とのご評価をいただきました。 

 

4．最後に 

「CALS/EC MESSE 2007」には、大多数の皆様にご

来場賜りましたことを深く御礼申し上げます。 

特に、CALS/ECシンポジウムと各セミナーは、全て

の講演で定員数を超える講座となりました。改めて来場

者の関心の高さを認識しました。 

皆様よりいただきましたご意見を参考に、次回開催に

向け、より充実したイベントになるよう改善していく所

存です。最後に、今回のイベントにご後援いただきまし

た国土交通省及びご協賛いただきました関連業界団体、

ご出展いただきました皆様に心より謝意を表します。 

 

（CALS/EC部　研究員　本間辰徳） 

「CALS/EC MESSE 2007」開催報告 

CALS/ECシンポジウム 

CALS/EC体験ブース 

CALS/ECコーナー 

     開 催 日 来場者数 前年比 

１月25日（木） 4,532名 107.3% 

１月26日（金） 4,019名 101.0% 

      合　計 8,551名 104.3%
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第５回電子入札コアシステムユーザー会議、第18回同

特別会員会議を平成19年１月26日（金）に『CALS/EC 

MESSE 2007』の開催に合わせ、東京有明のファッショ

ンタウン（TFT）東館９F　研修室906号室にて開催し

ました。 

会議報告の前に両会議の位置付けについて説明をさせ

ていただきます。 

コアシステムユーザー会議は、JACIC、SCOPEが提

供する電子入札コアシステムを採用していただいている

公共発注機関で構成されています。電子入札を行うに当

たり、各ユーザーが持っている情報を提供していただき

き、その情報を元にユーザー間で意見交換を行い共通の

認識を持ち場として位置づけられています。 

問題解決の糸口を探る特別会員会議は、電子入札の導

入予定又は、既に導入している公共発注機関の会議で、

電子入札コアシステムの開発仕様・普及方策について説明、

意見要望を出していただき、電子入札の導入支援・開発

体制を充実するための場として位置付けられています。 

 

『第５回電子入札コアシステムユーザー会議』 
 

昨年度より意見交換の場としてのあり方を検討し、本

年度からコアシステムユーザー会議を総会と８地方での

ブロック会議（ブロック会議は採用希望団体等も参加可

能）で構成し、計13回開催してきました。 

そのなかで、システムのバージョンアップ、共同利用、

総合評価方式に対応したコアシステムの機能改良に関し

て共通の認識があり、ユーザー相互間で情報交換をした

いとの要望を元に、本会議に向けた事前アンケート調査

を行い、情報提供に協力していただきました。 

バージョンアップについては、実費用、予定費用（コ

ア部、カスタマイズ部の他システムとの連携）並びにシ

ステムの移行期間について情報提供をしていただきまし

た。 

市町村との共同利用については、道府県主導で共同利

用を進めている団体の進め方、また、県主導で共同利用

が難しいと考えている団体に、市町村への電子入札の普

及についての考え方を報告していただきました。 

総合評価方式に対応したコアシステムの機能改良に関

して、事務局から報告しました。 

会議の中でバージョンアップに関し、システムを良く

したいがシステム構築の予算取りが難しい、また、シス

テム構築に掛かる標準的な歩掛りの情報が欲しい等、新

たな要望・課題が出されました。 

新たな要望・課題等については、ユーザーにご協力

を頂き、アンケート調査等の方法を用い情報提供をし

たいと考えています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

『第18回電子入札コアシステム特別会員会議』 
 

１．電子入札コアシステムの先行導入団体の事例紹介

として『あいち電子調達共同システム（CALS/EC）

導入事例』というタイトルで、あいち電子自治体推

進協議会様に紹介をしていただきました。 

説明の中で電子入札の共同利用に向け、平成13年に

ビジョンを立て、平成15年に具体的な計画を立て、そ

の実現に向けた手順、取組みについて詳細に報告して

いただきました。 

　 

2．次期機能改良（V5.0）の項目の紹介と提供時期 

電子入札を取り巻く最新技術環境対応及びユーザー

要望に基づく公共発注機関共通機能の実現についてまた、

Windows Vista 対応に向けた調査・検討について、事

務局が説明しました。 

特別会員様からはWindows　Vistaへの電子入札コア

システムの早期対応の要望がありました。 

 

3．電子入札の国際標準 

日本が幹事国となって進めてきたUN/CEFACT（国

連の下部組織）の電子入札国際標準が完成したこと及

び電子入札コアシステムが完成した国際標準に対応し

たシステムの成功事例として認められたことを事務局

が説明しました。 

２００７.３月号 

『第5回電子入札コアシステムユーザー会議、 
第18回同特別会員会議』開催報告 

 

ユーザー会議開催状況 
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２００７.３月号 

4．電子入札コアシステムの販売料金の一覧 

コアシステムの提供価格一覧及び採用団体の範囲につ

いて、過去に受けた質問の内容を明確にし、事務局が説

明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

尚、当日のユーザー会議には、55団体、総勢104名の

参加、特別会員会議には、73団体、総勢160名の参加が

ありました。 

『事前相談コーナー』 

ユーザーが現在お持ちの質問や議題についての相談を

受けるコーナーをユーザー会議、特別会員会議、開催前

に設けました。 

今回、２団体が参加され、質問や議題の糸口として役

立てたことと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（CALS/EC部　主任研究員　大塚正行） 特別会員会議開催状況 

事前相談コーナー開催状況 

　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 

Windows XP SP2では、ポップアップ画面やデータのダウンロード

を制限する機能があるため、電子入札システムの利用に際しては設

定を変更する必要があります。e-BISCセンターホームページ左

MENU「お知らせ」に掲載している「Windows XP Service Pack2

を導入したパソコンにおける電子入札への影響について」を参照の

上、システム管理者にご確認の上設定を変更してください。 

同じ整備局の事務所であれば「Ctrl」キーを押下しながら事務所名

をマウスでクリックすると、複数の事務所を選択することができま

す。整備局が異なる事務所を同時に選択することはできません。 

利用者登録の変更機能を行ってください。「利用者変更」画面にお

いて資格審査情報欄に新しい登録番号と商号又は名称の入力を行い

利用者変更処理を行います。この処理により今まで登録していた資

格情報から新しい資格情報へ更新できます。利用者変更後は、ＩＣ

カード利用部署情報の連絡先メールアドレス宛に「利用者変更のお

知らせ」メールが、代表者窓口の連絡先メールアドレス宛に「登録

番号変更のお知らせ」メールが送信されます。ただし、同じ登録番

号により利用者登録を行った全てのＩＣカードの資格情報も新しい

資格情報へ更新されます。 

質　　　問 

Windows XP SP2を使用する

場合の注意点はありますか。 

 

 

 

 

案件の検索条件を設定する際、

複数の事務所を選択すること

はできますか。 

資格審査情報が変わり、新し

い登録番号が付与されたので

すが、資格審査情報を更新す

るにはどうすればよいですか。 

項　目 

 

 

 

 

工事・業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品・役務 

 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

（CALS/EC部　主任研究員　大塚正行） 
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（１）2005年度 アジア建設ITワークショップ（平成18年１月27日開催） 
　JACICは、（社）土木学会情報利用技術委員会と共同で、建設分野での電子調達・電子入札・GIS等の利用について、東ア
ジア共通の問題を議論し、連携の基盤を構築することを目的に、「アジア建設IT円卓会議」（議長・柴崎亮介東大教授）を
発足させました。 
　動画は、「アジア建設IT円卓会議」前日のワークショップでの講演です。 
①建設ITにおけるアジア諸国の連携 （東京大学　空間情報科学研究センター　教授　柴崎亮介） 
②中国における建設ITの状況 （中国　清華大学　教授　安） 
（２）第１回JACICセミナー「CALS/ECとVR、CG」（平成18年８月８日開催） 
　CG（コンピュータ グラフィックス）とVR（バーチャル リアリティ）の違いは何でしょう。 
　「騒音」が見える？「換気」だって見えちゃう世界をお楽しみください。 
　新しいシステムMR（ミックス・リアリティ）も紹介しています。 
①CALS/ECと未来 （JACIC　CALS/EC部　室長　加本実） 
②建設業におけるVR、CGの応用例 （大成建設（株）技術センター建築技術開発部　室長　森川泰成） 
③土木分野のVR技術　～背景と適用事例の紹介～ （前田建設工業（株）土木技術部　副部長　川端裕基） 
④パネルディスカッション 
（３）第２回JACICセミナー「建設情報の国際標準化活動と新たな課題」（平成18年９月21日開催） 
①SXFとSTEP （千葉工業大学　建築都市環境学科　助教授　寺井達夫） 
②JACICと国際標準化 （JACIC　CALS/EC部　室長　加本実） 
③電子入札国際標準 （IAI日本代表　理事　山下純一） 
④地図に関わる標準化 （地理情報システム学会　理事　太田守重） 
（４）建設情報標準化セミナー2006東京（平成18年10月５日開催） 
①CALS／ECアクションプログラムと国総研の標準化活動　 （国土交通省　国土技術政策総合研究所　室長　金澤文彦） 
②電子地図／建設情報連携小委員会の成果 （JACIC　標準部　部長　秋山實 ） 
③建設情報標準化の直近の動向、課題、そして展望　CADデータと電子地図を繋ぐ （関西大学　総合情報学部　教授　田中成典） 
④P21とSFC　　（（社）建設コンサルタンツ協会　情報部会　委員　川上雅一） 
（５）第８回JACIC研究発表会（平成18年10月11日開催） 
①標準部における研究動向標準 （標準部　部長　秋山實） 
②建設情報標準分類体系（JCCS）への取り組みについて （標準部　研究員　木全知子） 
③建設コスト研究部における研究動向建設コスト （建設コスト研究部　部長　小林昭） 
④ICタグによる軽仮設材管理手法の検討 （積算システム室　次長　鈴木勝） 
⑤システム高度化研究部における研究動向 （システム高度化研究部　部長　福田正晴） 
⑥新技術情報提供システム（NETIS）の改良検討について （システム高度化研究部　主任研究員　菅原忍昭） 
⑦GIS研究部における研究動向 （GIS研究部　部長　海津優） 
⑧地理情報ワンストップサービス （GIS研究部　主任研究員　小澤理晴） 
⑨CALS/EC 部における研究動向 （CALS/EC部　部長　大石龍太郎） 
⑩工事施工期間中における情報共有 （CALS/EC部　システム研究員　影山輝彰） 
（６）建設情報標準化セミナー2006名古屋（平成18年10月31日開催） 
①CALS／ECアクションプログラムと道路中心線形 （国土交通省　国土技術政策総合研究所　主任研究官　青山憲明） 
②建設情報標準化委員会の経緯と成果 （JACIC　標準部　部長　秋山實 ） 
③建設情報標準化の直近の動向，課題，そして展望　CADデータ交換仕様P21とSFCについて 
 （関西大学　総合情報学部　教授　田中成典） 
④CADデータ交換標準　SXF Ver.3.0 （（株）ダイテック　取締役　営業統括副本部長　溝口直樹） 
（７）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」（平成18年12月７日開催） 
「レジストリ」「オントロジ」「リポジトリ」という言葉をご存知ですか。 
新しい言葉がいっぱいです。最先端技術の講演をお楽しみください。 
①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） 
②「データ標準のレジストリ技術に関する米国調査」報告 
　1）調査の概要 （LCDMフォーラム事務局長　礒部猛也） 
　2）連邦航空局（FAA）のメタデータレジストリ （（株）建設技術研究所　馬庭慎吾） 
　3）米国健康情報知識ベース（USHIK）のメタデータレジストリ （パシフィックコンサルタンツ（株）　阿久澤孝之） 
　4）退役軍人省健康局（VHA）のメタデータレジストリ （マイクロソフト（株）宮谷隆） 
　5）国立癌研究所（NCI）のメタデータレジストリ （東芝ソリューション（株）香西敏弘） 
　6）環境保護庁（EPA）のメタデータレジストリ （日本電気（株）辻原志朗） 
　7）建設分野のメタデータレジストリへの展望と課題 （JACIC　標準部　部長　秋山實 ） 

 

２００７.３月号 

JACIC便り 

平成18年にリリースした動画を以下に紹介します。 

いずれも「目から鱗」の動画です。JACICのホームページから覗いてみてください。　 （企画調整部　参事　満田広司） 

－5－



２００７.３月号 

JACICでは、平成10年度から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ています。本

号では、ものつくり大学の北條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２００５－５号 

歴史的橋梁修復技術の情報伝達システムの構築に関する

研究 

ものつくり大学　教授　北條　哲男 

 

わが国を代表する歴史的建造物である錦帯橋は1673年

に建設され、以降約330年間にわたり維持･保存されてき

た。錦帯橋はわが国最古の木造アーチであり、貴重な文

化財としてこの間に、数十回以上に及ぶ橋桁の架け替え

や修理が施され、これらの修復工事を通じて技術が伝承

されてきた。昭和25年の台風による流失後の再建工事か

ら半世紀を経て、平成13年度から３年間を費やして架け

替えが実施され、平成17年３月に平成の架け替え工事が

完了した。本工事の様子は様々な方法で記録されている

ものの、このような歴史的建造物を修復し将来にわたり

保存していくためには、材料の調達･技術や技能の伝承

方法･実施形態などあらゆる角度から分析し、修復方法

に関する情報の伝達システムを整備することが必要と考

えられる。 

錦帯橋の木造アーチ構造は極めて特徴のある構造形態

であり、まず伝統的建造物の軸組構造を全橋模型により

可視的に表現し、錦帯橋の構造様式に関する情報を理解

しやすい形で表現することを目指した。そのため、特徴

のある構造形態の技術情報を伝達するための一手法とし

て、錦帯橋のアーチ部分の代表例として第三橋の模型を

制作した。 

制作に当たっては、橋梁全体図・加工図・部分詳細図

等の必要なデータを岩国市役所錦帯橋建設事務所及び岩

国伝統建築協同組合から入手し、実橋を忠実に縮小した

原寸図を作成した。模型の縮尺は、構造部材の継ぎ手・

仕口等の細部の表現が可能な加工精度を考慮して1/10 (橋

長約4m)とした。なお材料は、加工性と模型の仕上がり

を考慮して全て無節材の檜材を用いた。 

模型は主に桁組構造の特徴を表現することに着目し、

桁・楔等を一体化するための桁巻金や、桁や後詰・平均

木などの部材を留める釘・鎹等の金属材料は全て省略し、

接着による接合方法とした。報告書では、模型の主要な

制作工程及び完成状態を記録写真にて示した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成後の外観からは窺い知ることのできない特徴的な

構造詳細部に関しては、CADによるデジタルデータを

用いて特徴を明らかにすることを試みた。すなわち、錦

帯橋の桁組みの特徴である継手・仕口の代表的な部分に

ついて、その組み立て状況の 

詳細を分析するために三次元 

CADを用いて各工程のデジタ 

ルデータ化を図った。 

一例として、四番桁までの 

組み立て工程の詳細を14ステ 

ップに分解して図化処理した。 

一番桁から四番桁までの組み 

立て工程を三次元CADで示すことにより、錦帯橋の基

本的な一連の桁組みの工程を再現することができる。こ

のように、平成の架け替え工事に基づいて一連の制作工

程をCADデータ化することは複雑な構造を理解する上

で極めて有効な方法であり、錦帯橋の修復プロセスに関

する情報をより具体的に伝達することが可能になること

を示した。 

最後に、本実施例を参考にして伝達すべき技術情報の

種類を整理し、設計情報の三次元モデリング化の有効性

に関して考察を加えた。 

本研究では、錦帯橋の木構造の桁組みの構造形態を表

現することに焦点を当て、主に設計に関する技術情報の

伝達について検討してきた。技術情報の中でも製作･施

工段階に関する技術･技能的な情報と比較すると、設計

情報は客観的に伝達しやすい。更に、設計情報ばかりで

なく、製作段階の部材加工状況や施工段階の架設工程等

の全プロセスについても同様の観点から三次元モデリン

グすることは技術情報の伝達には有効な方法であると考

えられる。 

 

平成17年度研究助成成果概要（その2） 

模型の完成状況 

部分モデル 
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２００７.３月号 

「鋼橋情報連携タスクフォース」活動報告 

国土交通省では2001年度から電子納品を段階的に拡大

し、2004年度から完全実施をしています。この大量に蓄

積されつつある建設情報を維持管理フェーズなどの下流

工程で活用することにより、ＣALS/ECが目指すメリッ

トが得られることになると思われます。 

鋼橋情報連携タスクフォースは、建設情報標準化委員

会（委員長：武蔵工業大学学長、事務局：JACIC標準部）

の活動が真のCALS/ECの実現に重要な役割を果たすこ

とを、わかりやすく示すため、平成17年12月から事務局

内で活動を行って来たものです。座長は武蔵工業大学の

皆川勝教授で、他に国土交通省国土技術政策総合研究所

や首都高速道路(株)、(社)日本橋梁建設協会、橋梁設計会

社の皆様に委員を委嘱しました。　　 

標準化の効果を具体的にイメージ出来る分野として、

鋼橋の維持管理段階の情報連携に着目しました。このフ

ェーズにおいてＣAＤデータの交換標準SXF Ver3.0を用

いると、何が、出来るかというところから検討を始めま

した。Ver3.0では属性も付与できるため、図面相互のリ

ンクが容易になるはずであり、そういうインターフェー

スが作成出来れば施設物管理の効率が上がるのではない

か？という発想です。 

ここでのSXFの活用を考えることによって、電子納品

時におけるSXF使用のインセンティブにも繋がると考

えました。 

さらに現在国土交通省道路局において使用されてい

るＭICHIシステムのデータ項目を交付した結果、ひと

つの事実に気がつきました。それは、管理維持段階で

必要なデータは、工事の完成図書から得られるデータ

よりも、設計段階から継続するデータが多いというこ

とです。項目数だけで言うと現在121項目中69項目、な

んと1/2は設計段階でデータが確定したものを再度入力

していることが判明してきました。このことから、管

理維持段階で直接設計データにアクセス出来るルート

が重要であることが分かってきました。 

従来のＣALS/ECでイメージしていた統合データベ

ースとは少し違って、フェーズが異なるシステム間を

自由にアクセス出来るインターフェースを標準化する

ことが重要なのではないかという結論になりました。

下のイメージ図はそれを表現したものです。 

そして、そのような連携には、建設情報の標準化が

重要であるとの視点で、平成19年６月までには分かり

やすいパンフレットにまとめ、標準化活動への理解を

促す資料としていきたいと考えています。 

（標準部　主任研究員　河内　康） 

 

将来的なデータ連携のイメージ 
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２００７.３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。 

■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

JACIC news　平成1９年３月１日発行　第三種郵便物認可 

 

 

特集：社会資本アセットマネジメント 
わが国の社会資本は、高度経済成長とともに整備が急

速に進められ、現在まで、すでに相当量の社会資本が整

備されてきた。その結果、社会資本ストックの多くは、

建設後30年～40年を越え、今後維持管理費の増大が予測

されます。 

このような状況のもとに、社会資本のストックを「資

産」（アセット）として効率的・効果的に運営・管理す

るため、ライフサイクルコストを考えたアセットマネジ

メント（計画的維持管理）の導入を可能とするためのノ

ウハウ、技術の共有の仕組みの確立が必要であり社会資

本の耐用年数を延ばすことに役立てるといったことの重

要性も高まっている。 

JACIC情報では、アセットマネジメントを特集し、こ

れに関する各組織の取組等を紹介するとともに、今後を

展望する。 

主な内容：①座談会 

　　　　　②国土交通省での取組み 

　　　　　③各組織での取組み 

　　　　　④JACICからの情報 

　　　　　⑤連載　第１回「GISとは」 

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） 

JACIC情報85号のご案内 

1．電子入札に関する情報交換会 
電子入札については、殆どの都道府県並びに政令市を

はじめとする各市町村においても積極的に運用されてい

る中で、情報の交換の場が欲しいとの声を受け、平成14

年からコアシステムユーザ会議を開催してきました。し

かし、そこでは充分な情報交換ができないという声もあ

り、各地方センターも開催することとしました。 

近畿地方センターでは、全国に先駆け平成17年12月に

第一回の情報の交換会を開催しました。さらに、会議の

場を専門的な内容と全般的な内容とに分けて議論したら

とのご意見を受け平成18年度から、共同利用会議と電子

入札近畿連絡会議とに分けて開催しました。 

１）共同利用会議 
平成18年８月30日開催。福井県、滋賀県、京都府、大

阪府、兵庫県、大阪電子自治体推進協議会、兵庫県電子

自治体推進協議会の７機関が参加。主な議論は、電子入

札の今後の予定、負担金の実態、電子入札に係る専門的

な内容について、積極的な情報交換を行いました。　　

　　　　　　　　　　　　　 

２）電子入札近畿連絡会議 
平成18年12月13日開催。出席機関は、国土交通省、７

府県、３政令市、２電子共同利用団体（18市）、２公社・

機構、１市オブの合計34機関50名での情報交換会となり

ました。会議では、兵庫県での電子入札体験講習会の事

例紹介、機能改良の要望等日頃悩んでいる内容など活発

な情報交換がされるとともに、JACIC本部からは電子入

札コアシステムの現状及び平成18年度下期以降の改良候

補等の情報提供をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2．ＬＣＤＭ（Life Cycle Data Management） 
　フォーラム活動報告会 
「LCDMフォーラム」が平成17年２月１日に民間を主

体に活動期間を２年間に限定し設立されました。これま

でに数回のオープンセミナー、JACICセミナー等開催し

てきましたが会場の殆どが東京であったことから、関西

の方へ設立の経緯等の説明会（平成17年６月15日）、こ

れまでの活動報告会（平成18年12月20日）を開催しまし

た。活動報告会には、６行政機関、関西大学、西日本高

速道路、コンサルタント等９機関合計17機関31名の出席

のもと、事務局からフォーラムの活動概要と今後の方向、

システムのデモ後、質疑応答・意見交換が行われました。

主な意見は前回の説明よりレジストリやポータルが見え

てきた、他との連携等今後に期待したいという声が聞か

れました。 

 

（近畿地方センター長　今井範雄） 

近畿地方での活動状況 

 

地方便り 

電子入札近畿連絡会議模様 
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