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ニュースと解説 

社会基盤情報標準化委員会（旧名：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20年12月２日（火）虎ノ門パス

トラルにて第18回委員会を開催しました。今回は名称が

変わっての初めての委員会で、第三次推進計画２年目と

しての年度活動計画の承認を行いました。以下は委員会

の内容報告です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1．委員会活動に関する事務局報告 
前回６月の第17回委員会以降の活動で、委員会名称の

変更にあわせてパンフレットを更新したこと、標準化セ

ミナーを今年は東京と札幌で１回ずつ開催したことなど

を事務局より報告しました。 

 

2．各小委員会の活動計画 
2008年度の活動体制は以下のようになっていますが、

小委員会傘下のWGは今年度合計16個設置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の委員会で承認された2008年度の主な活動計画は

次のとおりです。 

（1）電子成果高度利用小委員会 
（小委員長：島崎敏一日本大学教授） 

　この小委員会では、以下の３項目を担当しています。 

・電子納品要領・基準類の改訂検討 

・施工現場の情報共有に関する要領案の作成 

・維持管理段階における電子データの効果的活用 

2008年度では昨年度改訂検討をした各種電子納品要

領（案）・基準類に関してのフォローアップを行います。

また測量分野の「拡張DMデータ作成仕様(案)」に関し

ては引き続き運用検討を行います。 

（2）図面/モデル情報交換小委員会 
（小委員長：寺井達夫千葉工業大学准教授） 

　この小委員会の検討範囲は以下の３項目です。 

・二次元CADデータ交換標準(SXF)の普及促進 

・三次元CADデータ交換標準に係る検討 

・CAD図面データと電子地図との連携検討 

2008年度としては、昨年の「道路横断形状データ交

換標準（案）」策定を受けて、この拡張版である舗装の

モデル、河川堤防のモデル等を検討します。 

（3）情報連携基盤小委員会 
（小委員長：柴崎亮介東京大学教授） 

この小委員会は、以下のようなより要素技術に近い

ところの技術的な検討を行っています。 

・建設情報をXMLで記述するためのルール化 

・レジストリー・ポータルの検討 

・情報連携共通プラットフォームの検討 

2008年度は、引き続き「建設XML」設計におけるガ

イドラインの拡充や、レジストリの運用検討、ライフ

サイクルにおいてプロジェクトを関連付けるための標

準類の検討などを行います。 

 

3．グランドデザイン・タスクフォースの活動 
社会基盤情報のライフサイクルを通じた利活用を実

現するため、標準化活動の方向をもう一度見直しグラ

ンドデザインを描くことを目的として「建設情報利活

用グランドデザインTF（タスクフォース）」が設置され、

今年度活動を行っています。今回は中間報告として、

現状の情報の流れの問題点の整理と、今後の検討の方

向性が示されました。次回第19回委員会（平成21年６

月頃開催予定）にて、最終報告を行う予定です。 

 　 

委員会の詳細や記者発表資料に関しては、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） 

社会基盤情報標準化委員会（第18回）開催報告 

 

社会基盤情報標準化委員会 

電子成果高度利用小委員会 

図面/モデル 情報交換標準小委員会 

情報連携基盤小委員会 

WG

WG

WG

冒頭の中村委員長挨拶 

委員会の活動体制 
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GISを用いた地形改変地の震災土地条件評価 

山形大学　地域教育文化学部 

准教授　村山良之 

  

わが国では、大都市圏郊外の住宅団地が丘陵地等の地

形改変を伴って拡大し、近年では地震災害のたびにこれ

らが特徴的な被害を被っている。すなわち、切土部では

被害がほとんど無いのに対して、盛土部や切盛境界部で

主として地盤破壊を伴う建物被害が多発する。本研究では、

GISを用いてこれを定量的に検討して地形改変地の土地

条件評価を目指し、ひいては地震ハザードマップの作成

方法について検討するものである。 

地形改変前後の大縮尺地形図の等高線からDEMを生成

して、またとくに地形改変前の大縮尺地形図が入手でき

ない場合においては空中写真を利用してDEMを生成して、

これをGISに取り込んで統計的分析にいたる一連のプロ

セスについて、これまでの筆者の検討によってその実効

性を確認したところであるが、今回は、それらのうち

GIS関連の作業の大部分を自動化した。そのなかで、土

地条件指標群の生成手法を再検討し、とくにGISの専門

技術者の協力を得たことで、土地条件指標の一部につい

て改善できた。さらに、GISの外部で求めた建物被害判

別（予測）回帰式を取り込むことで、その結果の地図化

作業までを含む地形改変地土地条件評価システムを構築

した。 

以上に沿って、釧路、神戸の２事例地区における戸建

て住宅等の建物被害について、地形改変に関する土地条

件指標群と建物被害との関連を、クロス集計とロジステ

ィック回帰分析によって、（再）検討した。その結果、

釧路の分析からは、盛土厚が厚いほど、盛土下の原地形

の傾斜が大きいほど、そして凸指標が大きいほどつまり

崖上等であるほど、全半壊といった激しい建物被害が発

生しやすいこと、また神戸の分析では、中程度以上の激

しい建物被害が、切盛境界推定線からの距離が近いほど、

盛土下傾斜が大きいほど発生しやすいことを明らかにした。

これらの観測値と回帰式による予測値との整合性をみると、

おおむね各対象地区全体の被災率を分割値とした場合、

70％程度以上の的中率が得られた。 

建物の条件や地質条件等をまったく考慮しないで、地

形改変および地形関連の指標のみでこれだけの判別が可

能ということは、地形とその改変が地震に対する土地条

件としていかに重要な指標であるかを（改めて）示した

といえよう。 

ただし、上述のとおり建物被害と強く関連する土地条

件指標（すなわち回帰モデル式）が釧路と神戸の２事例

で異なっている。（改変前後の）地形の違いに加えて、

地盤破壊の様式や地質さらには建物の堅牢度が関連して

いることが想定できるが、これらの回帰式の差異や共通

性についての定量的説明は今後の課題である。 

さらに、２つの回帰式を用いて、柏崎と東京の事例地

区で建物被災予測を試みた。それらの地形および改変の

程度から類推すると、いずれの地区も釧路の回帰式に基

づく予測確率分布の方がより適当と考えられる。柏崎の（建

物被災ではなく）地盤被害分布との重ね合わせからも、

釧路の回帰式による予測図の方が当てはまりが良いと判

断できる。 

以上のとおり、地形改変地の地震ハザードマップの作

成方法に関して一定程度の前進が得られた。今後は、地

質条件や建物に関する独立変数を追加し、さらに地盤被

害を従属変数として工夫するなどして、回帰式（被害予

測モデル）の改善、ひいてはその統一または合理的使い

分けができるよう努めたい。このことは、地形改変地の

地震ハザードマップの作成方法をさらに改善することに

なると考える。 

  

 

 

研 究 助 成 成 果 概 要 

 

 

JACIC便り 
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特集：地方の挑戦（行政のICT化） 

政府のIT戦略本部が平成18年１月に発表した「IT新

改革戦略」では、「いつでも、どこでも、誰でもITの恩

恵を実感できる社会の実現」を目指しており、平成20年

２月に決定された「ITによる地域活性化等緊急プログラ

ム」では、ワンストップ電子自治体サービスの推進や、

独居老人・子供の見守りシステムなど、住民に直結した

行政サービスへのICT活用が盛り込まれています。行政

分野のICT化では、先行する国の取り組みを地方にも展

開する方法が取られてきた例が多いなか、一部の先進自

治体ではワンストップサービスなど縦割り組織を超えた

サービスの統合によって国以上の効果を挙げているとこ

ろも出てきています。この特集では、行政サービスの

ICT化で先進的な取り組みを行い、効果を挙げている

自治体を紹介し、将来を展望します。 

主な内容 

① 特別寄稿：東京大学大学院情報学環　須藤修 教授 

② 国が推進する行政のICT化 

③ JACICの自治体ICT化支援 

④ ICT化に挑戦する自治体：８件の取組みを紹介 

JACIC情報は、1冊1,050円（税込,送料別）です。ご

購読のお申し込み、お問い合わせは、経営企画部（Tel.03-

3584-2404）までお願いいたします。 

 （経営企画部　参事　矢田敬） 

位置情報を利用した発災時建設現場のための災

害情報システムの開発・実証実験 

愛知工業大学　都市環境学科 教授 

地域防災研究センター長　正木和明 

 

本研究ではGPS携帯電話による位置情報のやりとりを

行うことで、従業員のスムーズな安否確認や拠点の位置

によって異なる防災情報の共有、避難・救援・復旧体制

の確立を可能とする災害情報システムを開発した。 

このシステムの独自点は、災害情報を収集するサーバ

によって、各従業員が持つGPS携帯電話から送信された

位置情報を収集・分析し、位置情報を反映したリアルタ

イムの災害情報をGPS携帯電話向けに伝達することであ

る。また、複数の従業員から収集した位置情報を活用し、

空間的に近接した従業員のグルーピングを行う機能を持

たせることで、複数の建築現場同士の災害情報の共有を

行い、従業員の安否確認の支援・現場同士の人員救助な

どの連携、さらには事業復旧に関わる人員の再配置など

可能にする。 

開発したシステムは実際の建設現場に投入し、実証実

験を行った。建設現場では工事主体となるゼネコンだけ

ではなく、協力会社に所属とする工事関係者を含む情報

の伝達／共有の実験を行い。これによって、開発したシ

ステムの問題点を検証し、実践的・迅速な災害復旧業務

フローを実現するための改善点について、整理した。 

以上のような開発と実証実験、並びに利用者に対する

アンケートの結果、GSP携帯電話を利用した災害情報シ

ステムに一定の有効性があることがわかった。特に、

安否確認や広域的な情報を含む災害情報・地震情報の

伝達・共有についての必要性が高いことが分かった。  

その一方で、位置情報を利用したシステムの利用に

ついては、利用者側からの評価では操作が複雑になる

といった問題や入手可能な情報についてのイメージが

定まっていないことから、未だ改良すべき余地は大きい。

普段使用するルート検索などのサービス提供と連動し

た災害時のシステム利用が可能となるような方法、操

作体系の標準化などによって、操作に習熟しやすいシ

ステムを作ることが必要であることが分かった。 

また、災害情報システムを利用する組織単位としては、

従来個別の企業を単位として導入されてきた安否確認・

事業継続を目指した被害情報の共有システムと並び、

現場をひとつの単位と見なし、複数の組織に所属する

工事関係者が災害情報を共有する仕組みもまた必要で

あることが分かった。特に建設業界で広く導入を促す

ような利用枠組み作りがむしろ必要であると考えられる。 

―――――――――――――――――――――― 

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19年

度には12件の研究助成を実施し、平成20年11月に「第

６回研究助成事業成果報告会」を開催しました。２月

号から順次研究助成成果概要を掲載しています。 

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 

 　　　　　　　（経営企画部　上席参事　落合清二） 

２００９.２月号 

JACIC情報92号のご案内 
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前回は『情報漏洩を防止する手段の概要』と、『個人ユ

ーザが簡単にできる暗号化対策』をご説明しましたが、

今回は、企業側の立場での基本的な漏洩対策について解

説します。 

 

1．ユーザ認証 

企業の機密情報や個人情報を取り扱うシステム（業務

アプリやデータベース等）では、システムにログインで

きるIDの管理が重要です。不正アクセスやなりすまし

を防止するために、一人に対して一つの『ID』を発行し、

更にシステムの利用者があらかじめ登録されたユーザ（シ

ステムの利用者として承認済）である事を確認する『パ

スワード認証』が最も基本で肝心です。このほかに、『デ

バイス認証』、『生体認証』、『ワンタイムパスワード方式』、

『電子証明書を利用した公開鍵による認証』などのユー

ザの記憶に頼らない利便性の高い認証方式もありますが、

コスト面や維持管理の煩雑性などを考慮して適切な選択

を行う必要があります。 

ユーザ認証の重要なポイントは、ユーザしか知りえな

い情報を使って、本人であると識別できればよいのです

から、適切に管理さえすればIDとパスワードによる認

証でも十分であると言えます。 

ご参考までに、８桁の場合のパスワードの強度は、英

（大小）、数字、記号で約6000兆通りの組み合わせとなり、

簡単にはクラッキング不可能です。 

パスワードの変更期間は、ユーザ本人の管理状況やア

カウントロックの回数、時間によって算出するのがよい

でしょう。 

運用面に於いては、共有IDや他人のIDによる使用を禁

止するためのセキュリティポリシーを定め、ユーザ自身

による本人認証の責任意識を高めたり、外部の委託先に

対しては、機密保持契約で制限する等の対策も重要です。 

また、正規のユーザが人事異動や退職などで職務から

離れ、アクセスの必要がなくなった場合は、必ずＩＤを

無効にするなどの管理体制も情報漏洩を防ぐためには必

要となってくるのです。 

2．アクセス制御 

アクセス権の適切な管理や付与は、情報漏洩対策でも

非常に重要ですが、それと同時に、データの管理者とセ

キュリティ管理者の連携も大切な事柄です。 

まず、情報（データやファイルなど）を分類し、ラン

ク付けを行うことから始まり、情報に対してユーザID

に基づいた権限を付与していきます。 

アクセス権限の付与には、「読み」・「書き込み」・「変

更」・「削除」・「持ち出し」等様々な設定が必要で、特

に「持ち出し」に関してはクライアント単位で制限する

必要があるため、なかなか難しい作業となります。 

最近では、『DLP』（data loss prevention 又は data 

leak prevention）という技術を用いて、「コピー」や「持

ち出し」、「印刷」等を自動で制御できる漏洩対策ツー

ルなどもあります。これを使用すれば、媒体単位で「持

ち出し」の制御が可能となりますので利便性は高いと思

われます。 

次に運用面ですが、ユーザIDが適切かどうかを設定

時と現在で比べる意味に於いても、定期的にレビューを

実施することが重要です。また、休日や夜間のアクセス

を制限することでも不正行為を防ぐことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇　　　◇　　　◇ 

このように基本的な対策でも、適切に行うことができ

さえすれば、漏洩を防ぐことは十分可能です。 

次回は、情報漏洩対策の続きとまとめを解説します。 

 

（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（4） 
～　情報漏洩　～ 

連載 

ユーザ認証とアクセス制御/DLP機能 
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九州地方センターは、沖縄を含む九州８県を担当地域

として、コリンズ／テクリス関連の登録・問い合わせや

電子入札・電子納品に代表される建設分野のCALS/EC

の普及支援、広報活動等を行っています。今回は、平成

20年度の主なシステムの普及状況と広報活動状況を紹介

します。 

  

●九州ブロック電子入札コアシステムユーザ会議 

九州地方センターでは、電子入札コアシステムを採用

して頂いている県及び市の地方自治体の方々との情報交

換・共有の場として、「九州地方ブロック電子入札コア

システムユーザ会議」を開催しています。平成20年は、

３月18日、11月18日の２回、福岡市において開催しまし

た。 電子入札システムを運用管理している各団体の担

当者が一堂に会し、入札・契約方式に即応した電子入札

システムの運用の在り方や経費節減の方策及び今後の共

同利用の課題・推進方策について活発な意見交換が行わ

れました。 

  

●「九州建設技術フォーラム2008」への出展 

九州建設技術フォーラムは、「安全で、豊かな暮らし、

建設技術が築く未来」をテーマに、新技術の開発・活用

の最新情報等について情報の発信・交換し、技術情報の

展示、プレゼンテーション、意見交換等で連携し、建設

技術の発展を目指すもので、今年で５回目の開催となり

ます。20年度は、福岡市の九州大学医学部百年講堂で11

月26日に開催され、九州地方センターではCALS/ECを

はじめ、建設副産物情報交換システム、災害復旧効率化

支援システム（Photog-CAD）、理解度チェックソフト

等パネル・パンフレット等を展示し、多くの来場者へ広

報を行いました。 

 

●九州内市町村のコリンズ／テクリス検索システムの利

用状況 

沖縄を含む九州８県における市町村でのコリンズ／テ

クリス検索システム利用状況は、20年11月末現在で81市

町となっており、内訳は市レベルで117市中64市、55％

で導入さている。町レベルで142町中17町、12％の導入

となっている。未導入の市町でも工事・業務の受注者へ

の登録義務付けをしているところが大半であり、今後「品

確法」の施行に伴う総合評価方式等入札方式の普及等に

より、検索システムの必要性を更にアピールして普及・

拡大に努めていくつもりです。 

  

●九州内地方自治体の電子入札コアシステム導入状況 

九州における電子入札コアシステムの導入状況につい

ては、県・政令市レベルでは８県２市全てが導入済みで

あり、県・政令市が単独導入している自治体が、福岡県、

佐賀県、長崎県、宮崎県、沖縄県、福岡市、北九州市の

５県２市で、市町村との共同利用で構築しているところ

は、大分県、熊本県、鹿児島県の３県となっています。

大分県は県下の18市町村全て参加、熊本県は熊本市と、

鹿児島県は県下45市町村が参加し、順次導入が図られて

います。市町村単独での導入は、唐津市、大村市、那覇

市がコアシステムのASP方式で、長崎市、佐世保市、佐

賀市がコアシステム以外の電子入札を導入しています。

今後は、県との共同利用の検討や市町村単独でのASP方

式の導入が促進されると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（九州地方センター　センター長　日吉信介） 

 

九州地方センター活動報告 

地方便り 

九州建設技術フォーラム2008の様子 
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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

れた応札者からの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 

「電子入札運用基準【工事・業務】/【物品・役務】」で指定されてい
るアプリケーションソフト、ファイル形式、圧縮方法以外を使用す
ると、発注者が内容を確認することができない場合があります。 
　止むを得ず指定されたもの以外を使用する場合は、対象案件の発
注者にご相談ください。 
 
　発注者から提供された情報は作業状況確認画面で確認することが
できます。作業状況確認画面を表示するには、電子入札システムの
入札状況一覧画面に該当案件を表示し、「状況」欄の「表示」ボタ
ンをクリックしてください。 
　作業状況確認画面の「案件状況」により、現在の案件進捗状況が
表示されます。「作業状況」により、発注者が提供する情報を確認
できます。 

質　　　問 
「電子入札運用基準【工事・業務】
/【物品・役務】」に、指定された
アプリケーションソフトの名称、
ファイル形式、圧縮方法が記載さ
れていますが、指定されたもの以
外は使用できませんか。 
「電子入札運用基準【工事・業務】」
の5-3に開札が長引いた場合「入札
参加者に電子入札システムにより
状況の情報提供を行なうものとする」
とありますが、提供された情報は
電子入札システム上でどのように
確認するのですか。 

項　目 
 
 

工事・業務 
物品・役務 
共通 
 
 
 
 

工事・業務 

 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

 

災害復旧効率化支援システム（Photog-CAD）は平成
20年２月に販売を開始しました。 
販売開始後もJACICは随時説明会を実施し、その中で

ユーザの意見、要望を集約し、平成20年９月に改良版を
リリースしました。 
本ソフトは、横断図を作成する為の写真測量モジュー

ルと査定設計書を作成するCADモジュールで構成され
ます。今回の機能向上はそれぞれのモジュールに対して
実施しました。 
写真測量モジュールについては断面図の精度向上を行

いました。従来は縦横方向のスケール入力設定のみでし
たが、今回から斜面（３次元モデルの奥行き方向）のス
ケール入力設定を可能にし、奥行き精度の向上を図りま
した。災害現場の斜面にポール又はスタッフを配置した
上でこの長さを入力し、3次元モデル作成の計算処理に
使用します。 
CADモジュールについては再査定に伴う朱入れ作業に

対応するようにしました。この朱入れ作業については当
初設計の他に２回分のデータを保持する事が可能です。 
JACICでは今回の改良に伴いPhotog-CADの試用版を

作成しました。なお、試用版については総合単価の利用

はできませんが、他の機能は製品版と同等の機能を試
すことができます。この試用版は平成21年２月より配
布します。 
また、本年度もPhotog-CADの改良を実施しています。
写真測量モジュールの操作性向上とCADモジュールの
作図機能の向上を行います。この改良版は平成21年度
下期に提供開始の予定です。（既購入ユーザ様には無
償アップグレードを実施します。） 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 

（GIS研究部　主任研究員　上田俊也） 

災害復旧効率化支援システム（Ｐｈｏｔｏｇ－ＣＡＤ） 
 －平成20年度バージョンアップと試用版の作成－ 

GISコーナー 

査定設計書の朱入れ例 

登録部門：電子入札施設管理センター 
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