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プロダクトデータモデルの建設分野への適用検討のため、

シンガポールの国家プロジェクトとして推進されている

建設産業の情報化及び業務プロセスのリエンジニアリン

グプロジェクト（CORENET：COnstruction and Real 

Estate NETwork）、特に建築法規自動チェックシステム

（e-PlanCheck）をJACICとIAI（International Alliance 

for Interoperability）日本支部とで昨年12月末に調査し

た。CORENETの背景には、建設業の生産性、競争力を

維持しようとの国家戦略がある。1998年、国家開発省（MND, 

Ministry of National Development）によってコンストラ

クション21がまとめられた。このC21は現状の建設業界

の非効率を解消し、知識産業への転換を目的とし、設計

から施工、保守までの価値連鎖（バリューチェーン）の

問題全般に取り組んでいる。MNDの指揮の元、BCA（建

設局）が主体となり、他の公共，民間機関を交え建設産

業の生産性・品質の向上、多様な組織間の情報共有を迅

速かつ一貫で行える環境整備のため、次の３つの情報シ

ステムからなるCORENETが立ち上がっている。 

 

（1）e-Submission：2002年より稼働している電子申請シ

ステム。建設及び不動産の16所轄官庁及び関連８省庁

の申請処理をインターネット上で受け付ける。サーバは、

24時間のone-stop政府機関受付として機能。申請業務

の効率化や関係者による申請処理状態の監視が可能と

なり、透明性の向上も図られている。2004年以降義務

化され、電子申請のみの受付となっている。e-Submission

へ提出できるのは登録された電子証明書（smartカード）

を持つ建築士のみである。 

 

（2）e-PlanCheck：新築プロジェクトに対する建築法規

チェックをインターネット上のe-PlanCheckサーバ上

で自動化するもの。関係5省庁と８所轄官庁の支援で、

現在一般公開の段階。建築法規自動チェックに必要な

入力データはIFC（Industry Foundation Classes：IAI

が提唱する、建物を構成する全てのオブジェクト「例

えば：ドア， 窓，壁などのような要素」のシステム的

な表現方法の仕様）を標準としている。 

e-PlanCheckシステムは次の３つのモジュールよりなる。 

1）意匠分野の法規チェック：2003年９月リリース。現

在は実運用への展開中。全条項の92%にあたる約170法

規条項のチェック可能。範囲は、建物自動制御（空調・

照明等）、防災（設備・シェルター基準等）、居住空間

基準（材質・採光・寸法等）、バリアフリー、環境・

衛生、公共空間基準（ゴミ捨て場、公衆トイレ等）、

駐車場。 

2）設備分野の法規チェック：約350ルールのチェック可能。

ベータリリースが2004年後半に行われた。範囲は火災

報知、消火栓、下水配管衛生、ガス配管、スプリンク

ラー、空調、排水基準、給水サービス基準。 

3）将来構想として、エネルギーシュミレーション、構

造計算等を計画している。（なお、シンガポールには

地震がないそうである） 

 

（3）e-Info：2002年から利用可能な建設業情報のデータ

保管サービス。様々な情報をすばやく簡単に検索出来

るポータルサイト。建築法規、各種規制情報、ガイド

ライン、標準規格、製品カタログ、契約者業績等の情

報提供。ユーザは登録により、新規情報のeメール通知

が受けられる。 

 

e-PlanCheckシステムの運用は、以下の流れである。 

a．建築設計者は３次元建築CADを用いて建物を設計する。 

b．３次元建築CADからIFCデータを出力する。 

c．IFCデータをe-PlanCheckシステムへインターネット

経由でアップロードする。 

d．申請者が指定した建築法規条項（意匠分野、設備分野）

を自動チェックし、結果をWebブラウザ上に表示し、

PDFファイルとして出力して申請者に示す。 

e-PlanCheckは1990年代に、シンガポール内で開発し

た３次元CADデータフォーマットで実験・開発された 

建設産業情報化：シンガポールの取り組み 
（e-PlanCheck） 

ニュースと解説 
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２００７.４月号 

が、ローカルなデータフォーマットの維持管理や、

CADのカスタマイズのコストが問題となった。そこから、

「３次元CADの国際標準に基づいたシステム開発」、「建

設業界の３次元CADへの移行整備」が肝要とされた。

その後、2000～2004年、システムの開発。2003年、建築

法規部分の完成。2004年、設備設計部分の完成。2004年

～、実証実験及び実運用準備と経てきた。また、シンガ

ポールと緊密な連携を図りながら、オスロ（ノルウェー）

建設局がIFCとGISを組み合わせ建築プロジェクトのゾ

ーニング審査効率化や法規チェックシステム開発を、ニ

ューヨーク市がICC（International Code Council）の建

築法規自動化プロジェクトを進めている。 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　（電子納品室長　加本　実） 

JACICは、Windows Vistaによる当センター関連のシ

ステム等の利用に関し、検証及び対応を進めています。 

状況、および今後の対応等についてJACICホームペー

ジの下記サイトにて随時更新公開して参りますので、

Windows Vista ご検討の際の参考にして下さい。 

「Windows Vista 対応」： 

 　　http://www.jacic.or.jp/os/win_vista.html 

なお、2007年３月１日時点での状況は下記のとおりです。 

 

1．JACIC NET 
Windows VistaでのJACIC NET の利用について下記

の現象が確認されています。 

他のコンテンツについては問題ありません。 

「Internet Explorer 7 では、「コリンズ／テクリス

自社検索」が正常に動作しません。Netscape 7.1 では、

正常に利用できます。」 

Windows VistaのInternet Explorer 7への対応につい

ては、かなり時間を頂くことが想定されます。恐れ入り

ますが、Windows VistaでJACIC NETの「コリンズ／

テクリス自社検索」をご利用されたい場合は、

Netscape7.1以上をご利用下さい。 

なお、Internet Explorer用の電子証明書は、Netscape7.1

ではご使用頂けません。お手数ですが証明書の再取得を

お願い致します。 

 

2．コリンズ／テクリスの入力システム及び検索システム 
Windows Vistaを利用した場合、コリンズ／テクリス

の入力システム（オンライン登録システムを含む）及び

検索システムにおいて、以下のような動作不良を確認し

ています。 

①オンライン登録システムがJACICに接続する際の電子

証明書に関する通信ができません。 

②入力システム及び検索システムの両システムとも新規

の電子証明書の取得ができません。 

③CORINSの入力システムにおいて入力できない項目が

あります。 

以上の動作不良のため、現時点ではWindows Vistaを

利用してのコリンズ／テクリスのオンライン登録及び検

索システムの利用はできません。 

Windows Vista対応は、現在実施中のシステム再構築

で行う予定です。 

 

3．建設副産物情報交換システムと建設発生土情報交換
システム 

「建設発生土情報交換システム」及び建設副産物情報

センターのホームページ内の「利用申請書作成メニュー」

については、Windows Vista上でInternet Explorer 7に

より利用する場合動作しないことが確認されましたので、

この環境でこれらを利用することは現時点ではできませ

ん。 

 

4．電子入札コアシステム 
これまでにWindows Vistaリリース候補版（RC１）

による評価を行ってまいりましたが、RC１版では、既

存のICカードドライバが動作しないこと、及びJRE1.3.1

と JRE1.4.2では正常動作しないことが判明しており、現

時点ではWindows Vistaのクライアント端末にて電子入

札コアシステムを使用することができません。 

このため、電子入札コアシステムにおいては、2007年

１月30日以降もWindows Vistaはクライアント推奨稼働

環境に含まれませんので、Windows Vistaの導入を検討

される場合はご注意下さい。 

（企画調整部　副参事　小林保江） 

JACICにおけるWindowsVista対応 

JACICの入退室管理について 
JACICでは平成13年にセキュリティポリシーを策定し、

平成15年に改訂してきましたが、平成17年12月に「政府

機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」が定め

られたのを受け、第２回改訂を平成19年３月に行いまし

た。新たに４月２日より、ICカードによる入退室管理を

行うこととなります。 

お客様につきましては、エレベーターホール等にある

電話にて連絡されて、担当者と同時入室していただきま

す。又、委員会等につきましては、担当者がエレベータ

ーホール等にてお客様にICカードを配布いたします。 

ご不便をお掛けしますが、ご協力お願い致します。 

 

（システム高度化研究部　次長　田島一久） 

 
お知らせ 
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1．はじめに 

CALS/EC資格制度事業は、地方公共団体等への

CALS/ECの導入を支援する人材育成事業として、

「CALS/EC地方展開アクションプログラム（全国版）」

（平成13年６月国土交通省策定）に位置づけられ、同年

７月にスタートしました。 

本事業はJACIC理事長が資格認定を行い、（社）建設コ

ンサルタンツ協会（以下、JCCA）に試験の実施及び資

格登録を委任しています。 

資格にはCALS/ECインストラクター（RCI）と

CALS/ECエキスパート（RCE）の２種類があります。 

 

2．平成19年度「CALS/EC資格試験」の概要 

平成19年度試験は以下の要領で実施されます。 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成19年度試験は、試験方法等に変更があります。 

RCI試験は、「プレゼンテーション能力を問う問題」

が廃止され、「多肢択一問題」と「長文穴埋め問題」

のみとなります。 

RCE試験は、「CALS/EC理解度チェックソフト」プ

ログラムを使用し、面接前にPCにより「CALS/ECに

対する知識の保有」について確認します。 

両試験とも、「－公共事業受発注者のための－

CALS/ECガイドブック」（JACIC編集・（財）経済調

査会発行）と、平成18年４月から平成19年３月末まで

の情報を網羅した「テキスト追補版」から出題されます。 

 

3．おわりに 

平成19年度の受験の手引き及び受験申込書等、試験

の詳細についてはJCCAが運営・管理する「CALS/EC

資格制度ホームページ」をご覧ください。 

　　URL　http://www.cals-ec.info 

一人でも多くの受験者が合格され、CALS/EC資格

者として公共事業受発注機関へのCALS/EC導入支援

など関する様々な活動に携わり、CALS/ECの普及・

推進の一翼を担うことを期待しています。 

 （CALS/EC部　主任研究員　河野　雅） 

２００７.４月号 

平成19年度「CALS/EC資格試験」のご案内 

 

 

CALS/ECの知識を保有する者で、年齢が20歳以
上の者。（平成19年４月１日現在） 

筆記試験※1･2 

15,000円（テキスト追補版※2含む）※3･4 

・所属する職場内の研修等の講師 
・職場外の講習会・セミナーの講師 
・受注者の電子入札等CALS/EC運用環境の整備支援 
・発注機関が定める電子納品に関する規定類に準
拠した電子成果品の作成　等 

※１　JCCAによる講習会は開催しない。 
※２　試験は、「－公共事業受発注者のための－CALS/ 
　　 ECガイドブック」（JACIC編集・（財）経済調査会発

行）と平成18年４月から平成19年３月末までの情
報を網羅した「テキスト追補版」から出題される。 

※３　CALS/ECガイドブックは、受験料に含まれない。 
※４　演習問題集は、受験料に含まれず、送付されない。 

 

以下のいずれかの条件を満たす者。 
１）公共事業執行プロセスを理解している者（実
務経験６年以上）で、CALS/ECに関して十
分な知識及び経験を有する者。 

２）RCI資格登録後１年以上経た者で、公共事業
執行プロセスを理解し（実務経験５年以上）、
かつCALS/ECに関して十分な知識及び経験
を有する者。 

書類審査及び面接試験※5 

15,000円（テキスト追補版※６含む） 

・RCIの役割に加え、 
・発注機関等が主催する大規模な講習会の講師 
・発注機関のCALS/EC関連業務の管理技術者・
担当技術者 

・発注機関が設置するCALS/EC推進のための委
員会等の委員　等 

※５　19年度から、面接試験前に「CALS/EC理解度
チェックソフト」プログラムを使用し、PCにより
「CALS/ECに対する知識の保有」について確認
する。 

※６　RCI受験者同様、平成18年4月から平成19年３月
末までの情報を網羅し、出題対象となる「テキス
ト追補版」が、６月15日頃に受験者に送付される。 

CALS/ECインストラクター（RCI）試験 

CALS/ECエキスパート（RCE）試験 

受験資格 

試験方法 

受 験 料 

 

 

主な役割 

 

 

 

 

備　　考 

 

 

 

 

 
受験資格 

 

 

試験方法 

受 験 料 

 

 
主な役割 

 

 

 

 

備　　考 

平成19年度「CALS/EC資格試験」の要領 

CALS/ECコーナー 

平成19年度「CALS/EC資格試験」の日程 
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２００７.４月号 

JACICでは、平成18年９月に、平成18年度RCCM資格

試験の受験者と建設コンサルタント業務に携わる技術者

を対象に、全国11会場でRCCM資格試験受験準備講習会

を開催しました。 

平成18年度のRCCM資格試験は平成18年11月12日（日）

に実施され、この合格者1,505名が平成19年３月１日（木）

に発表されました。平成３年度から実施されてきた

RCCM資格試験の合格者は、今回で合計36,167名になり

ました。 

合格者の詳細はJACICのホームページ「各種試験予定・

結果」に掲載しています。また、合格発表日より２ヶ月

間、JACICホームページTOPにある「最新ニュース」

に掲載しています。 

 

平成18年度ＲＣＣＭ資格試験合格発表 

平成19年度　ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会の実施 
　平成19年度のRCCM資格試験受験準備講習会は、例年より早く７月～８月に開催します。 

申込方法等は５月初めにホームページ（http://www.jacic.or.jp/）でお知らせします。 

○　受　講　料：10,000円（税込み。テキスト代込み。昼食代含まず。） 

○　問い合わせ先：財団法人 日本建設情報総合センター  RCCM講習会事務局 

                           　　　  TEL 03-3584-2404　　FAX 03-3505-2966 

○　試験についての問い合わせ先： 

　　　　　　　　　社団法人 建設コンサルタンツ協会      RCCM資格制度事務局 

　　　　　　　　 　　　　　TEL 03-3221-8855

会場 

No. 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11

開催地 

札　幌 

仙　台 

東京１ 

東京２ 

新　潟 

名古屋 

大　阪 

広　島 

高　松 

福　岡 

沖　縄 

開催日 

8/ 2（木） 

7/25（水） 

8/ 7（火） 

8/ 8（水） 

7/27（金） 

7/20（金） 

7/26（木） 

7/26（木） 

7/25（水） 

7/31（火） 

8/ 3（金） 

 

会　場　名 

北海道経済センター 

宮城県建設産業会館 

日本都市センター会館 

日本都市センター会館 

新潟技術士センタービル 

愛知県産業貿易会館 

チサンホテル新大阪 

八丁堀シャンテ 

サン・イレブン高松 

JALリゾートシーホークホテル福岡 

沖縄産業支援センター 

 

住　　　所 

札幌市中央区北1条西2丁目 

仙台市青葉区支倉町2-48 

千代田区平河町2-4-1 

千代田区平河町2-4-1 

新潟市新光町10-2 

名古屋市中区丸の内3-1-6 

大阪市淀川区西中島6-2-19 

広島市中区上八丁堀8-28 

高松市松福町2-15-24 

福岡市中央区地行浜2-2-3 

那覇市字小禄1831-1

 

ＴＥＬ 

011-231-1355 

022-225-8852 

03-3265-8211 

03-3265-8211 

025-281-1111 

052-231-6351 

06-6302-5571 

082-223-2111 

087-823-4550 

092-844-8111 

098-859-6234

 

定員 

300 

240 

500 

250 

160 

270 

300 

120 

144 

390 

180

 

会　　　　場 

○　開催地・開催日・会場 

部門名 

河川、砂防及び海岸・海洋 

港湾及び空港 

電力土木 

道路 

鉄道 

上水道及び工業用水道 

下水道 

農業土木 

森林土木 

造園 

都市計画及び地方計画 

地質 

土質及び基礎 

鋼構造及びコンクリート 

トンネル 

施工計画、施工設備及び積算 

建設環境 

機械 

水産土木 

電気電子 

廃棄物 

合　　計 

 
684 

60 

7 

858 

23 

120 

288 

284 

74 

37 

139 

127 

300 

333 

64 

216 

234 

13 

21 

126 

23 

4,031

 
278 

28 

5 

239 

13 

50 

107 

88 

43 

22 

44 

44 

112 

184 

32 

81 

79 

6 

9 

31 

10 

1,505

 
40.6 

46.7 

71.4 

27.9 

56.5 

41.7 

37.2 

31.0 

58.1 

59.5 

31.7 

34.6 

37.3 

55.3 

50.0 

37.5 

33.8 

46.2 

42.9 

24.6 

43.5 

37.3

受験者数 合格者数 合格率 

JACIC便り 

（企画調整部　副参事　小林保江） 

（企画調整部　副参事　小林保江） 
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２００７.４月号 

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ています。本号では、東京大

学大学院の國島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２００５－６号 

欧州諸国の公共調達制度に関する調査研究 

東京大学大学院　教授　國島正彦 

近年わが国では、平成12年に公布された「公共工事の

入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の趣旨を徹

底させるために、入札及び契約における透明性・競争性

の向上、不正行為の排除の徹底、公共工事の適正な施工

の確保などを見据えて、技術と経営に優れた企業が伸び

ることができる建設市場を目指した様々な改善方策が導

入されている。 

本調査研究は、わが国の公共工事における代金支払い

方法に関する諸課題を念頭に置きつつ、諸外国の公共工

事の工事代金支払いシステムについて調査及び分析を行

い、今後のわが国の公共工事の執行体制の具体的な改善

方策を提示することを目的とした。 

スイス連邦共和国とオーストリア共和国において公共

工事に携わる民間建設企業を訪問調査した。聞き取り調

査において、公共工事の代金支払い制度に焦点をおいた

契約システム、および公共工事における総合評価方式に

よる入札制度について調査した。 

公共工事の代金支払いにおいて、スイス・オーストリ

ア共に、わが国で慣行化している前払い金制度は採用さ

れていないことが分かった。毎月実際に工事が執行され

た部分に関してのみ支払う出来高部分払い方式を採用し

ている。具体的な支払い方法としては、工事の進捗に伴

う請求書提出から２ヶ月後に出来高の90％が支払われ、

工事完了後に未払いだった10％の累積金額が支払われる。

支払い方法は、約束手形を用いることなく全て現金で支

払われる。日本の前払い金制度に対する各社の反応は様々

であったが、支払い手続きや検査に要する手間が幾分減

少することに比べて、大きなリスクを背負うこと、施工

途中に発生する設計変更への対応に柔軟性を欠くこと等

を指摘すると共に、40％の前払い金、および残金60％を

竣工時まで支払いを留保する契約システムを公共工事に

採用すると、中小企業が財政的に苦しむこととなり、大

企業と比較して不公平になるデメリットを感じるという

点で一致していた。訪問した各社は、出来高部分払い方

式に伴う手続きは品質確保のためにも必要であると認識

しており、煩雑とは思っていない印象を受けた。 

一般競争入札における落札者を決定する基準は、スイ

ス・オーストリア共に工事価格および過去の工事実績・

工事関係者の経歴・下請業者の状況等が考慮されている。

入札価格の評価比率は、50%から80％（スイス）、60%

から80%（オーストリア）との回答を得た。 

公共工事の入札方式は、スイスにおいては工事金額に

よって異なる。15万SFr（1500万円）までの工事は随意

契約が可能、50万SFr（5000万円）までの工事は指名競

争入札、この額を超える大規模工事は一般競争入札を行

う。この規定はＥＵで決められたものであり、スイスで

は2000年から2001年にかけて導入された。オーストリア

では、工事の規模に係わらず、50％以上の金額が公共か

ら支弁される場合は一般競争入札でなければならないと

法的に規定されている。 

現在の日本では、公共工事が著しく競争的になり、落

札価格の下落に伴う施工品質の低下が懸念されている。

しかし、今回訪問した各社は、経営戦略からダンピング

入札を行うことはあり得るものの、毎月の出来高部分払

い方式に伴う検査が行われているため、日本と異なり、

ダンピングによって品質が低下する懸念はないと主張し

ていた。 

公共発注者と民間建設会社との片務的関係が根強く存

在している日本の状況と比較すると、この度訪問したス

イス・オーストリア両国で前払金なしの出来高部分払い

方式が定着している背景(あるいは結果)として、発注者・

技術者・受注者が互いに尊重し合う良好なパートナーシ

ップがあると思われる。 

平成17年度研究助成成果概要 

JACIC便り 
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２００７.４月号 

　2007年３月現在で、65の動画をリリースしています。ここでは、2005年（平成17年）以前にリリースした動画のうち、

月平均100回以上アクセスされている人気の動画を紹介しますが、ここにない他の動画も興味をそそるものばかりです。

世界最先端の技術情報を提供していますので、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） 

（１）平成16年度JACICセミナー（2004年（平成16年）10月15日開催）  

①建設情報標準化の現状と展望 （関西大学　総合情報学部　田中成典教授）  

「標準」は精密な基準で、信頼性、有効性を高めるものです。「国際標準」はなぜ必要でしょうか。 

1997年は、情報の交換、連携、共有、再利用が目標でした。 

2004年の発表当時では、交換まではできていると発表しています。2007年現在ではどうでしょう。 

2004年までのCALSのアクションプログラムを、2007年に見るのも価値があるかも知れません。 

（２）平成16年度研究助成事業成果報告（2004年（平成16年）11月12日開催）  

①液状化地盤の側方流動とライフライン被害予測システムの開発 

 （早稲田大学　理工学部社会環境工学科 濱田政則教授） 

はじめに、液状化地盤の側方流動による杭基礎及びライフラインの被害状況の報告があります。そして、地盤ひ

ずみの算定からライフラインの被害予測システム開発の説明がされています。 

（３）建設情報標準化セミナー（フローズ教授　来訪記念）（2005年（平成17年）５月11日開催）  

①Trends in Information Technology for Construction （Dr. Thomas Froese　フローズ教授）  

青いひとみの貴公子が、情報技術を「ツール」「コミュニケーション」「情報の統合」として、建設業界の支援

について熱く語ります。今すぐ、あなたもパソコンでカナダの西海岸へ留学してみませんか。 

②プロダクトモデル活用の意義 （関西大学　総合情報学部　田中成典教授）  

（４）平成17年度JACICセミナー「ICタグの建設分野での適用への挑戦」（2005年（平成17年）７月28日開催） 

①ICタグ利用の現況と今後の展開 （室蘭工業大学　工学部　矢吹信喜助教授）  

（５）平成17年度JACICセミナー「建設分野のCAD利用の最新動向とISO/STEPの活動」 　　　　　　　　　　　

　 （2005年（平成17年）10月24日開催） 

①ISO　STEP国際規格の概要と国内動向 （千葉工業大学　工学部建築都市環境学科　寺井達夫教授）  

「標準」とは自由を妨げるものでしょうか。「標準」「統一」「統合」を正しく理解できていますか。ひとつに決め

ることは難しいことです。どういう方法が考えられるのでしょうか。ヒントがあるかも知れません。 

（６）平成17年度研究助成事業成果報告（2005年（平成17年）12月２日開催）  

①道路維持管理分野における建設プロダクトモデルの構築と適用性に関する研究 

 （関西大学　総合情報学部　古田　均氏） 

道路の維持管理に3次元データまで必要ですか。「既存システムを使いたい」「道路の位置情報は中心線で良

い」「他のシステムと連携したい」等、現場の声を踏まえた発表がされています。 

②GISを用いた 建造物の三次元データベースの構築 （元広島大学原爆放射線医科学研究所　竹崎　嘉彦氏） 

 （広島大学大学院教育学研究科　前杢　英明氏） 

広島市中心部を対象に、過去と最近の航空写真を用いて三次元画像データベースを構築し、「景観資源」として

の町並みとその復興過程を再現しようとするものです。都市を一変させる「事件」が起こる可能性は常にあり、

本研究は歴史的資料としての町並みの保存だけではなく、戦火、大火、震災等で何が失われ、変化してきたかと

いう、史実の記録技術として重要です。 

③GISデータとWeb3Dテクノロジーを利用したインターネット上での景観可視化・評価システムの開発 

 （千葉大学　林　恩美氏） 

④住民主体とした里山景観保全活動のためのGISモデルの開発と実証実験 

 （慶應義塾大学　環境情報学部／政策・メディア研究科　厳　網林氏） 

⑤建設情報における価値形成過程の研究 （金沢工業大学　中村　一平氏）  

公共事業に関する情報の価格はどのように決定できるのでしょうか。「制作コスト」と「利用者が得る便益（情

報の価値）」の観点から、その根拠、設定方法等の研究成果が報告されています。 

 

動画配信（3） 
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道路中心線形データ交換標準(案)の策定 

２００７.４月号 

標準化委員会の成果及び効果（シリーズ5） 

１．策定の背景 

平成18年12月に「道路中心線形データ交換標準（案）

基本道路中心線形編」が公開されました。 

これは「国土交通省CALS/ECアクションプログラム2005」

の「３次元情報の利用を促進する要領整備による設計・

施工管理の高度化」に対応する取り組みの１つで、国土

技術政策総合研究所と建設情報標準化委員会CADデー

タ交換標準小委員会で標準化検討を進めてまいりました。 

道路中心線形データは設計段階からほぼ不変のデータ

であり、施工、維持管理に亘って利用されています。ま

た、道路は日本全域にわたって整備されているため、デ

ータが整備されると、国土基盤モデルの基礎となると考

えられています。 

当データ交換標準は、平成19年度の道路設計業務にお

ける電子納品から試行運用を開始し、データの利活用が

図られていく予定です。 

  

2．道路中心線形データ交換標準とは 

「道路中心線形データ交換標準（案）基本道路中心線

形編」に示す「道路中心線形」は、従来から道路設計で

取り扱われている2次元の「道路平面線形」と「道路縦

断線形」を組み合わせて、３次元的に表現したモデルで

す。３次元モデルのデータ交換標準は初めての取り組み

であり、今後、CADデータ交換標準で開発を進めてい

くプロダクトモデル（SXF レベル４）の一部に位置づ

けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．データの利活用 

道路中心線形データは以下のような活用を想定してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）電子納品への適用 

電子納品として納められたデータを設計から施工、維

持管理に流通させることにより、業務の効率化と転記ミ

スの防止の効果が期待されます。 

（2）道路プロダクトモデルの標準化 

道路の３次元形状を表現するプロダクトモデルは複数

提案されていますが、用途の違い等によりモデル全体の

標準化は困難であり、実務での利用も進んでいません。

そこで、各種の道路プロダクトモデルの最も基本的な共

通要素である道路中心線形の３次元形状データを標準化

し、プロダクトモデルの共通プラットフォームをつくる

ことで、今後の検討の活性化を図ることが期待されます。 

（3）ITS（Intelligent Transport Systems)への適用 

デジタル道路地図は、カーナビでの経路誘導に用いら

れていますが、将来的には地図の精度を向上させて走行

支援に活用することが、１つの目標となっています。そ

こで、道路設計情報のうちITSでの利用に必要な情報を

標準化しておくことにより、納品されたデータから精度

の高い地図を作成することができ、将来の活用が期待さ

れます。 

 （CALS/EC部　主任研究員　村井重雄） 
道路中心線形データモデル図 

平成18年12月 

平成19年度 

将来は、 

道路中心線形データ交換標準の策定 

電子納品への 
適用 

ITSへの適用 

道路プロダクトモデル 
の標準化 

データ交換の開始 
設計→施工→維持管理へ活用 

道路中心線形を基盤とした 
３次元プロダクトモデルへの展開 

地図精度の向上 
ITSに必要なデータの収集 
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２００７.４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） 

 

「GISデータブック2007」発刊 

JACIC news　平成1９年４月１日発行　第三種郵便物認可 

■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

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、

2007年版を３月下旬に発刊しました。 

より多くの選択肢をご提供し、目的・用途に合った

GIS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、③WebGIS、 

④道路、⑤埋設物管理、⑥都市・防災、 

⑦河川、⑧農林、⑨土地・税務、⑩環境、 

⑪マーケティング、⑫ネットサービス、 

⑬GPS・移動体、⑭地図データ作成、⑮その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行：（財）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　主任研究員　長谷川俊輔） 

中国地方センター 
「知って得する 電子納品知恵袋」 

電子納品は、パソコンやソフトを導入したら完了する

訳ではありません。これらを活用し効率的に電子納品す

るためには、電子納品やパソコンの基礎知識が必要です。 

平成17年6月から実施しているこの講習会は、「でき

ることから はじめよう」をコンセプトに、電子納品に

おけるきまりごとや、書類を効率的に作成・管理する手

法などを紹介しています。 

いまさら人に聞けない圧縮・解凍や、ファイルプロパ

ティなどのパソコン基礎知識、知っていると便利な操作

などを紹介しています。 

また、基本的なことばかりでなく、チェックソフトで

電子納品成果品をチェックしたり、SXFブラウザで

CAD図面を閲覧したり、本格的なパソコン操作も実施

しています。 

これから電子納品対象工事に携わる方や、これから電

子納品の準備を始める方には、きっと収穫があるはずで

す。ぜひこの講習会に参加してみてください。 

 URL　http://www.jacic.or.jp/locality/chuugoku

―日本の地理情報システムの紹介― 

（中国地方センター長　矢田光夫） 

講習会の概要 

中国地方において、電子納品の取り組みが活発
になってきた為。 
CALS/EC及び、電子納品を正しく理解する。
また、工事現場における最終成果を電子納品す
る為に必要な知識を身に付ける。 
頻度：原則、毎月１回開催 
時間：２時間半（13：30～16：00） 
対象：電子納品初級者（電子納品実務担当者） 
料金：2,000円（税込） 
会場：中国地方センターCALS/EC推進室 
申込：TEL 082-227-1105 
４部構成（配布資料の目次を一部紹介） 
　１．電子納品について 
　２．準備について 
　３．提出書類の作成、管理　←重点項目 

何はともあれ、まずは「事前協議」。 
いまさら聞けない。圧縮？解凍？　など 

　４．検査時の対応　 

開催 
経緯 
目的 
 
 
開催 
要領 
 
 
 
 
内容 

－8－


