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ニュースと解説 

平成20年10月19日（日）～20日（月）にかけて、中国北京

市の北京国玉大酒店ホテルにて、第４回アジア建設IT円

卓会議を開催しました。 

 

1．会議趣旨と参加者 

この会議は、平成17年度よりJACICと土木学会情報利用

技術委員会（委員長：皆川勝武蔵工業大学教授）が共催

で開催してきた国際会議です。建設情報に関する東アジ

ア共通の問題を議論するため、専門家を一堂に集めると

いう趣旨で毎年度１回開催してきました。東京大学柴崎

亮介教授が議長を務め、これまでは東京で開催してきた

会議です。中国側のキーマンである清華大学馬智亮教授

の提案により、初めての海外における開催となりました。

今回は、台湾・マレーシアからも新しいメンバーが加わ

り計５ケ国・地域で開催し、下記のような方が参加しま

した。JACICからは、門松理事長を含む計７人が、また国

土技術政策総合研究所情報基盤研究室の青山主任研究官

も土木学会のメンバーとして参加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．中国側の協力 

今回は北京で開催するため、中国「住宅都市地方建設

部」の情報センター（職員約60名）も、現地ホストとし

て、会場設定や経費の一部負担等の協力をして頂きまし

た。特に情報センター職員の張紅女史には現地事務局と

して多大な協力を頂きました。 

3．会議の内容 

会議のオープニングでは倪所長・皆川委員長・門松

理事長３人の挨拶に続き、理事長から中国側への記念

品の贈呈を行いました。 

１日目の午前中は、各国・地域の建設情報に関する

概要リポートがあり、午後は前回会議からの継続プロ

ジェクト進捗状況の報告や問題提起の新しいテーマに

関するプレゼンテーションと意見交換が続きました。 

２日目の午前中は、中国IT特集ということで、オリ

ンピック関連事業、四川大地震関連、中国建設部の機

構改革などの話を集中して聞くことが出来ました。 

そして２日目の午後には、初日に問題提起された「建

設情報モデル」および「大学におけるIT教育」につい

ての議論が行われました。前者は、三次元情報を如何

に政府で活用して貰うかと言う議論でした。後者は、

日本の土木系学科ではIT教育が遅れていることが浮き

彫りになりました。 

 　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．次回にむけたプロジェクト 

次回への宿題事項として以下が示されました。 

・アジア建設ITデータブックの拡充 

・建設情報用語対比辞典の拡充(中国語追加) 

・VC（ヴァーチャル・コンストラクション：仮想建

設）に関する啓蒙のための出版事業 

最後に、次回は来年東京で開催することを決めて会

議は終了いたしました。 

詳細は以下のホームページを参照下さい。 

http://www.jacic.or.jp/acit/event_j.html 

（標準部　主任研究員　河内康） 

第４回アジア建設IT円卓会議の開催報告 
－はじめて海外(中国北京)で開催－ 

円卓会議の状況 
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日本以外の参加者 
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２００８.１２月号 

 

 

平成20年10月16日(木)～18日(土)にかけて、中国北京市

の北京友誼賓館ホテルにて、第12回ICCCBE国際会議

（International Conferences on Computing in Civil and 

Building Engineering：土木・建築工学におけるコンピ

ュータの活用に関する国際会議）が開催され、JACICよ

り門松理事長を含め、７名が参加してきました。 

 

1．会議趣旨 

この会議は、大陸間の持ち回りで開催されている学術

会議であり、欧米の参加者も多い会議です。　 

今回中国で開催されるにあたっては、アジア建設IT円

卓会議のメンバーでもある中国清華大学馬智亮教授が、

当国際会議の事務局長に就任され、日本から積極的な参

加を要請されました。 

 

2．ICCCBEへの論文の提出 

このため、今回円卓会議でJACIC職員が北京へ出張す

る機会を捉え、JACICが持つ情報技術のアピールおよび

職員のプレゼンテーション能力の養成等を目的として、

この会議に、JACICからも論文を投稿することとしました。 

論文の発表者と論文名は下記のとおりです。 

 

3．会議概要 

ICCCBE国際会議は今回INCITE2008（International 

Conference on Information Technology in Construction：

建設分野の情報技術に関する国際会議）との同時開催で

あり、300人超の参加者がありました。地元中国から1/3、 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジア各国から1/3、欧米から1/3という割合です。会議

は基調講演あるいは招待講演の全体会議と、10個の並行

セッションによる口頭発表からなり、最終日午後には訪

問プログラムが組まれました。 

　全体会議のなかでは、北京オリンピック用に建設され

た「国家体育場」（鳥の巣：Bird’s Nestと呼ばれる）の設

計に関わる詳細なレポートがありました。中国建築設計

研究院のファン氏から、あの構造物は大部分が鉄板と溶

接で構築されており、設計面・施工面で大変な苦労があ

ったという話が紹介され感銘を受けました。鉄板の総重

量５万トン、総工費約500億円のうち60％が材料費とのこ

とでした。また英国サルフォード大学のＰ・ブランドン

教授からは、産業分野における三次元データの活用につ

いて世界中でどこまで進んでいるかという、最新の事例

をたっぷり紹介して頂きました。 

　最終日の訪問プログラムでは、前述の国家体育場と「頤

和園」（いわえん：清朝時代の西太后の御殿）を見せて頂

きました。国家体育場は一般の観光客にも有料で開放し

ており、場内から望む構造物は圧巻でした。 

 

北京国際会議ICCCBE参加報告 
－JACICより6論文を提出、発表－ 

 

全体会議の様子 

秋山　実  標準部　部長 

河内　康  標準部　主任研究員 

鈴木信行  建設コスト研究部　主任研究員 

中村徹立  システム高度化研究部　部長 

池田鉄哉  CALS/EC部　電子納品室長 

影山輝彰  CALS/EC部　主任研究員 

Standardization Activity of JACIC in Construction IT Field in Japan the 
3rd year Plan 

 Asian Construction IT Round-Table Meeting （ACIT） 

 A Study on Effective Construction Management Utilizing Advanced 
 Computerized Systems 

Construction By-Products Resource Information System(COBRIS) 

CALS/EC for infrastructure development in Japan 

Development of CAD Data Exchange Format (SXF)
 

（標準部　主任研究員　河内康） 
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社会基盤情報標準化セミナー（旧建設情報標準化セミ

ナー）は、平成12年からJACICが推進している社会基盤

情報標準化委員会（旧建設情報標準化委員会）活動の紹

介と策定した標準の普及を目的として、東京と地方大都

市で年２回開催しているものです。今年は９月26日札幌

市中央区（KKRホテル札幌）と10月24日東京都港区（フ

ロラシオン青山）で開催いたしました。 

標準化委員会は、社会基盤情報標準化推進三箇年計画

に基づいて実施しており、昨年度の東京では第二次推進

計画の成果報告会として開催いたしました。 

現在、第三次推進計画の２年目として社会基盤情報の

標準化活動が開始されております。今回のセミナーでは、

この第三次推進計画の情報標準化活動の概要と成果を中

心に標準化についてのご理解を頂くことを目的としまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日は、悪天候にもかかわらず約100名の参加があり

ました。自治体、コンサルタンツ、建設業、測量業およ

びシステム関連等幅広い層の参加があり、最後まで熱心

に聴講して頂きました。 

セミナーの主な内容は、初めにJACIC秋山審議役兼標

準部長が「社会基盤情報標準化委員会と第三次標準化推

進三箇年計画」と題して、標準化の必要性、標準化委員

会の取り組み、これまでの主な成果および今後の電子成

果品利活用のあり方について説明いたしました。 

続いて、国土地理院企画部測量指導課河瀬課長より、

「測量作業規程と測量成果の電子納品」と題して、昨年

度改定された公共測量「作業規程の準則」について改定

に至った経緯とポイント、電子成果利活用のための測量

成果の電子化について説明頂きました。 

セミナー３番目は関西大学総合情報学部田中教授より、

「建設情報標準化の直近の動向・課題・そして展望（三

次元CADの可能性について）」と題し、小委員会の中

でも中心的な検討課題である三次元CADについて、こ

れまでに策定された道路中心線形データ交換標準の意

義をはじめ、三次元CADの期待される効果、問題点お

よびその解決策についてご講演頂きました。 

休憩を挟んで、武蔵工業大学工学部皆川教授より「現

場の情報共有とXML」と題しCALS／ECにおける情報

共有についてご講演頂きました。昨年度小委員会での

検討された、情報共有システム機能要件（案）Rev.2.0

およびデータ交換・活用のためのデータ連携仕様書（案）

について解説頂きました。 

最後は大阪府都市整備部事業管理室情報システムグ

ループ辻本主査より「大阪府のGISを利用した統合デ

ータシステム」と題し、GISをシステムの基盤に位置

付け調査計画から維持管理までの様々な情報を共有し

事業を効率化した統合データシステムについて、シス

テム開発の概要、基盤地図の整備、運用に向けた課題

等についてその機能の一部を紹介頂きながらご講演頂

きました。 

標準部では、今後も社会基盤情報標準の成果を利活

用して頂くよう広報に努めるとともに第三次推進計画

の推進に取り組んでいきます。講演の内容は、JACIC

のホームページ 

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

で動画として公開していますのでご覧下さい。 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 　　　　　　　　　　　　　　　　 

（標準部 主任研究員 杉山　剛史） 

２００８.１２月号 

社会基盤情報標準化セミナー2008（東京）開催報告 

JACIC便り 

門松理事長挨拶 

セミナー会場 
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２００８.１２月号 

今回は、情報漏洩の主な原因としてあげられる｢持ち

出しや紛失による漏洩｣、｢誤操作による漏洩｣、｢内部犯

罪による漏洩｣、そして、一番重要な｢管理ミスによる漏

洩｣について解説させていただきます。 

  

１．持ち出しや紛失による漏洩 

業務上必要になったデータをUSBメモリや外部記録媒

体などで外部へ持ち出し、自宅や出先で漏洩してしまう

ケースです。 

USBメモリやUSB接続媒体などは手軽に利用できるこ

とから、データの持ち出しについ使ってしまいがちです。

また、このような媒体だけではなく、WEBメールやイ

ンターネット上のファイル共有ディスクの利用などでも、

容易にデータを持ち出すことができます。 

このようにして持ち出されたデータが、『ファイル共

有ソフトウェア（※1）』や『暴露ウィルス感染（※2）』

などで外部へ漏れてしまったり、記録媒体そのものを電

車や飲食店等に置き忘れることによって情報漏洩が起こ

ります。 

 　 

2．誤操作による漏洩 

主に電子メールの宛先を間違えて誤送信したり、業務

システムのオペレーションミス（※3）などによって起こ

るケースです。 

特に、電子メールの誤送信の場合は、本人が気がつか

ないうちに情報が漏れてしまい、運が悪い場合は勝手に

情報を流されたり、営業目的に利用されたりすることも

ありえます。 

 　 

3．内部犯罪による漏洩 

社員や派遣社員等により、ルールを逸脱した不正な行

為によってデータが外部に持ち出されて悪用されるケー

スです。 

主に個人情報や営業情報などの有益な情報が対象とな

り易く、どのように利用されるかは多様で、必ずしも犯

罪につながり顕在化するとは限りません。 

  

4．管理ミスによる漏洩 

一言で管理ミスと言っても、システム運用管理からユ

ーザ管理等様々ですが、今回はデータの取り扱いに関す

る管理ミスのケースを取り上げます。 

まず、管理ミス以前に重要なことですが、組織内で何

かデータを作成した場合、そのデータの機密度や取り扱

い制限を決めるのは、情報セキュリティ管理者ではなく、

データを入手、作成した本人とその権限が与えられてい

る責任者です。情報セキュリティ管理者は、あくまでセ

キュリティポリシーの策定やデータに関する重要度のラ

ンク付け等を定めることしかできません。 

しかしながら、業務の多忙や利便性の優先によって、

データに対する機密の認識が薄れると、セキュリティポ

リシーや手順書等に準拠せずにデータを取り扱ってしま

うことがあります。 

このようなことが積み重なると、機密性の高いデータ

にもかかわらず、保管場所や行き先等が管理できず、誰

でも容易にアクセスできる状態になり、勝手に持ち出さ

れてしまうケースが起こります。また、最近では紙媒体

での漏洩も増えてきています。 

この、機密への認識の薄れこそが管理ミスにつながり、

すべての情報漏洩の一番の原因と考えられます。 

◇　　　◇　　　◇ 

このように情報漏洩と言っても原因は様々です。情報

漏洩を防ぐ一歩としては、まずデータの取り扱いや管理

について日頃から意識することが重要であると言えます。 

また技術の進歩に合わせて、組織的な対策や管理策の

見直しも同時に必要となってきますので、データを取り

扱う者と組織との連携が大切です。 

次回は、情報漏洩の対策を中心に解説します。 

  

※1　『ファイル共有ソフトウェア』：Winny,Share, Limewire, 

Cabos,BitTorrent他 

※2　『暴露ウィルス感染』：Antinny.BJ系ウィルス 

※3　『オペレーションミス』：システムの設定ミスや入力操

作ミス等 

（システム高度化研究部　主任研究員　足田安司） 

情報セキュリティ（2） 
～　情報漏洩　～ 

連載 
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２００８.１２月号 

■四国地方ブロックコアユーザ会議 

四国地方センターでは、電子入札コアシステムを採用

済または採用を検討している公共発注機関の情報交換の

場として、四国地方ブロックコアユーザ会議を開催して

います。平成20年度は4月14日、11月19日の２回、高松

において実施しました。コアシステム採用団体等の機関

の担当者が参加し、運用やシステム上の問題点、今後の

共同利用の進め方など活発な意見交換がなされました。 

 

■「くらしと技術の建設フェアin高知」への出展 

「くらしと技術の建設フェア」は、建設事業に関する

最新情報・暮らしと建設の関わり・事業者等の役割等を

展示紹介するイベントで、四国４県を持ち回りで毎年開

催されています。20年度は高知市の「ぢばさんセンター」

で11月14、15日の２日間開催され、四国地方センターで

はCALS/ECの導入をテーマに、電子入札システムや理

解度チェックソフト、CORINS/TECRIS検索システム

等を展示し、操作体験をして頂きました。 

 

■市町村のCORINS等検索システム利用普及状況 

四国は普及状況図のとおり、95の市町村の内、試用も

含めて平成20年11月４日現在、49市町村が検索システム

を利用し導入率は52％です。残り未導入の46市町村のう

ち受注者に実績情報の登録義務付けをしている市町村が

38、登録を義務付していない市町村が８となっています。

この義務付けしているものの検索システム未導入の38市

町村を中心に普及活動を展開しています。 

 

■四国内における電子入札の取り組み状況 

四国地区では、導入状況図のとおり香川県、徳島県、

愛媛県がコアシステムを利用した電子入札を実施中です。

高知県はコアシステムの採用を決定し来年度後半から試

行運用、平成22年度から本格運用を予定しています。ま

た市町村では徳島市、松山市が県とは別にコアシステム

を利用した電子入札、高松市と善通寺市が香川県と共同

利用を実施中です。さらに徳島県では共同利用運用を平

成21年度より吉野川市、阿波市、美馬市、三好市で予定

していますが、残りの87市町村への普及拡大が今後の課

題となっています。 

 

四国地方センター活動報告 

地方便り 

四国地方センターは四国４県を担当地域として、CORINS/TECRIS関連の登録・問い合わせ対応業務や電子

入札・電子納品に代表されるCALS/ECの普及支援を行っています。今回は平成20年度の主な活動状況と四国

内における各システムの普及状況を紹介します。 

ユアユーザ会議の 

開催状況　→ 

（四国地方センター長　松尾裕治） 

四国のCORINS等検索システム利用普及状況図 

四国の電子入札コアシステムの導入状況図 

（42） 

（7） 

（38） 

（8） 
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国土交通省の電子入札に関し、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ＦＡＱ（よくある質問）に掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

 
回　　　答 

　技術資料受付票の到着前で再提出を希望する旨を発注者に連絡し、

許可された場合のみ、技術資料を再提出することができます。再提

出が許可され、発注者側で再提出許可の操作が行われると、調達案

件一覧画面にある「競争参加資格確認申請書/参加表明書/技術資料」

の「再提出」欄に「再提出」ボタンが表示されます。この「再提出」

ボタンより操作を行ってください。技術資料受付票が到着した後に

は、電子入札システム上の再提出はできません。 

 なお、その他の技術提案書、参加表明書、競争参加資格確認申請

書についても同様に再提出が可能です。 

　国土交通省電子入札システムの稼働時間は9：00から18：00迄です。

（土曜･日曜･祝日（振替休日含む）･年末年始（12/29－1/3）を除く。） 

 なお、2008年度は年末年始（12/29－1/3）と土曜、日曜が続くため、

年末年始の休止期間は12/27（土）から1/4（日）までとなります。 

 稼働時間、休止期間は、e-BISCセンターヘルプデスクホームペー

ジ内の「運営スケジュール」に掲載しております。 

質　　　問 

　技術資料を再提出すること

はできますか。 

 

 

 

 

 

 

 

　電子入札システムの稼働時

間及び年末年始の休止期間を

教えてください。 

項　目 

 

 

 

 

工事・業務 

 

 

 

 

 

工事・業務/ 

物品・役務 

共通 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

 

JACICは、国土交通省等が実施する治水経済調査にお

いて、被害額の算出に必要な氾濫区域の資産及び世帯数、

従業者数等の基礎数量を氾濫シミュレーションの計算メ

ッシュ単位に算出する際に必要な「100ｍメッシュ延床

面積データ」を第１次地域区画（１次メッシュ：約

80km四方）ごとに販売しています。 

現在まで販売しておりますメッシュデータは、調査基

準年が平成７年時のデータをもとに作成されているもの

ですが、この度、調査基準年を平成12年時に改定するこ

とにいたしました。 

また、メッシュデータは日本測地系で作成しておりま

したが、今後、本メッシュデータが地理空間情報プラッ

トフォームを通じて、建設分野にとどまらず各分野に

おいて流通し有効活用されることを考慮し、世界測地

系で整備することとしました。 

現在、改定作業を鋭意進めているところですが、改

定後のメッシュデータの販売は、平成21年１月に開始

することを予定しております。詳しい日程が決定しま

したら、後日JACICのホームページでご案内いたします。 

併せて、今回の改定を機に１メッシュ当たりの販売

価格を21,000円（税込み、送料別）に改定させていた

だきますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。 

 

（河川システム室　主任研究員　徳重　政志） 

100ｍメッシュ延床面積データを改定 
－平成21年１月より販売開始予定－ 

JACIC便り 
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