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ニュースと解説 

平成21年１月23日（金）に『CALS/EC MESSE 2009』
の開催に合わせ、第20回特別会員会議及び第７回電子入
札コアシステムユーザ会議を東京有明のファッションタ
ウン（TFT）東館にて開催しましたので報告します。 
 

1．会議の位置づけ 
会議報告の前に両会議の位置付けについて紹介します。 
特別会員会議は、コアシステムを採用済みの団体から

電子入札導入検討を行っている団体まで含めて、コアシ
ステムに関する最新の情報を提供する会議です。 
コアシステムユーザ会議は、電子入札コアシステムを

採用している公共発注機関で構成され、全国８地方で開
催する地方ブロック別ユーザ会議（以後「ブロック会議」
という）の総会として位置づけられる会議です。本会議
では、ブロック会議でユーザの関心が高かった事項やア
ンケートの結果などを基に、ユーザ間の意見交換を行い
情報共有することを目的としています。 
 

2．『第20回電子入札コアシステム特別会員会議』 
特別会員会議では、コアシステムの新ミドルウェア対

応版の現状や、コアシステムを取り巻く周辺技術環境へ
の対応、JREのバージョンアップ対応についてなどの説
明を行いました。 
JREのバージョンアップ対応方針については、ユーザ

団体より「継続したセキュリティ対応のサイクルを作る
ための基本ルールを検討してほしい」との要望もあり、
ブロック会議などを通じてユーザ団体の意見を伺いなが
ら、民間認証局とも調整を行っていくこととなりました。 
　 
 
　　　　　　 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3．『第7回電子入札コアシステムユーザ会議』 
特別会員会議に引き続き開催されたユーザ会議では、

次のことについて報告するとともに参加団体からの意
見を伺いました。 
① アンケート結果報告 
ユーザ会議の開催に伴い実施した、ユーザ団体への
事前アンケート結果を分析し報告しました。 
アンケート調査では対象団体の86％から回答をいた
だき、ユーザ団体の電子入札システムの構築や運用状
況を確認しました。また、現在検討を進めている一般
競争入札の事後審査方式について意見を伺いました。 
このアンケートの結果は、ユーザ間の円滑な情報交
換の基礎資料としていただくとともに、今後コアシス
テムが提供する機能の検討や、新バージョンのリリー
ス時期の検討などに活用させていただきます。 
②平成20年度地方ブロック会議結果報告 
本年度は全国８箇所で地方ブロック会議を開催し、
ユーザ団体間の情報交換を行うとともに意見や要望を
伺いました。また、一部のブロックでは、電子入札を
未導入の団体のみを対象に、電子入札導入に向けた情
報提供も実施しています。 
本会議では、各ブロックで出された意見・要望や質
問などを取りまとめ「情報交換」、「要望」、「質問」に区
分し、今後のブロック会議などにおいてユーザ間での
意見交換や情報共有を行うことが望ましい情報を一覧
表形式で分かるようにし提供しました。 
これらのユーザ団体の意見や要望から次期改良項目
を検討し、コアシステムを改良していくこととなります。 
本年度開催したブロック会議では、現在のコアシス
テムで採用していない、業務（コンサルなど）の一般
競争入札や総合評価方式に関する意見も多く出され、
今後の開発検討項目としています。 
 
4．今後の取り組みについて 
今回の特別会員会議には、73団体、総勢163名、ユー
ザ会議には60団体、総勢116名の参加がありました。 
コアコンソーシアムでは、さらに多くの公共発注機
関にコアシステムを利用いただくために、ユーザの意
見や要望を継続的に収集し、検討・改良を行っていく
予定です。 
また、コアシステムを取り巻く環境変化に円滑な対
応が行えるよう、民間認証局やその他の関連機関など
とも密な情報交換を行っていきます。 

（CALS/EC部　主任研究員　菊地修） 

『第20回電子入札コアシステム特別会員会議』 
『第7回電子入札コアシステムユーザ会議』開催報告 

 

第20回特別会員会議の様子 
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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22日・23日の２日間にわた

り東京・有明TFTホールにおいて、「CALS/EC MESSE 

2009」を開催いたしました。 

第８回目となった今回は、「新たな展開による建設生

産システムの明日を体感する２日間」と題し、各種セミ

ナーと建設ICTに関する最新技術・製品を集めた展示会

を行いました。 

２日間で前年比1.5％増の延べ8,518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ICTの普及等を目的として、出展社による「建設ICT 

& CALS/EC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。 

「建設ICT&CALS/ECソリューション展示ゾーン」で

は、41の企業・大学・団体より、情報共有システムやCAD、

GISをはじめとした今後の建設産業の生産性向上に寄与

する製品やサービスが紹介されていました。 

「CALS/EC体験ブース」では、CALS/ECの最新動向

や電子調達、SXFブラウザ、GIS、CALS/EC理解度チェ

ックソフト等の紹介に加え、新企画として電子納品、電

子納品・保管管理システム、情報共有システムについて

来場者自らがPCを操作、体験できる「CALS/ECシステ

ム操作コーナー」を設けました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．CALS/ECシンポジウム 

開会の挨拶に引続き、国土交通省 大臣官房技術調査

課前川課長より、パーツの取り組みで実現できてきたこ

とをこれからは建設生産システム全体の取り組みとして

活用、展開していきたいとのお話をいただきました。 

引き続き、国、自治体、企業においてのICT導入、

活用により、「工事生産性の向上」や「維持管理の効

率化」を実現してきた方々をパネリストに迎え、「建

設ICTによる建設生産システムの変革－可能性から現

実へ－」と題したパネルディスカッションを行い、多

くの受講者から、参考になったとの高い評価をいただ

きました。 

今回は、より多くの方々に参加して頂くため、有料

のCALS/ECシンポジウムを無料にし、定員を大幅に

増やしたことにより、390名の方が受講されました。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3．各種セミナー 

先進的なICT活用事例や研究事例、現場の実務者に

役立つ情報、出展製品等を紹介する、以下に挙げるセ

ミナーを開催しました。 

・発注者先進／導入事例セミナー 

・受注者のための電子納品新要領・新基準解説セミナ

ー（新企画） 

・CALS/EC入門セミナー 

・実務者セミナー 

・テクニカルフォーラム 

定員を超え、立見が出るなど、好評を博しました。 

 

4．最後に 

「CALS/EC MESSE 2009」に、多くの皆様にご来場

賜りましたことを深く御礼申し上げます。 

厳しい経済状況において、自ら変革に取り組もうと

する方々のCALS/ECへの関心の高さを改めて認識し

ました。今後もCALS/ECに関する国の動向や先進団

体の取り組み状況や建設ICTに関わる最新の技術・製

品等の情報を収集できる場を提供して参ります。 

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　主任研究員　板橋友彦） 

２００９.３月号 

「CALS/EC MESSE 2009」開催報告 

展示会場 

CALS/ECシンポジウム 

 １月22日（木） 4,080名 103.0% 

 １月23日（金） 4,438名 100.1% 

 合　計 8,518名 101.5%

開 催 日 来場者数 前年比 

CALS/ECコーナー 
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２００９.３月号 

 

 

相互に影響する構造物間のトータルデザインへの3D-
CADの適用に関する実証的研究 

熊本大学大学院　自然科学研究科 

教授　小林一郎 

  

1．はじめに 
本研究は、3D-CADの設計への適用の可能性について検

討を行った。その過程で、TuC（Total Design using 

Computer Graphics）と名付けた設計システムの構築を試

み、２件の実証実験の成果をまとめたものである。 

1.1　建設ライフサイクルにおける情報運用の問題点 
建設ライフサイクルにおけるデータ運用において情報の

欠落が生じている。土木工事は測量、設計、施工、維持管

理のフェーズが進んでいくが、各フェーズで作成されるデ

ータは継続的な利用が想定されていないためにデータ作成

に無駄が生じている。また、３次元情報を2次元情報で記

述するため情報の欠落が発生している。 

1.2　n次元データによる一元管理 
電子データの運用事例として4D-CADが有名であるが、

建設ライフサイクルにわたるデータ管理という観点から材

料などの付加データを統合させることが望ましい。そのよ

うなデータ構成をn次元データと呼ぶ。 

1.3　トータルデザインと3D-CADによる土木設計の特徴 
土木における設計は、地域を全体として、規制の対象に

することが求められている。対象だけでなく周囲の風景も

含めて、設計対象地をより広く、より長期的に考えること

の重要性を指摘している。このように、土木設計とは「風

景の中に構造物を挿入すること」であり、全体性と長期性

を考慮した検討がなされるべきである。 

1.4　設計の見直し 
本来、設計は３次元的に行われているはずである。しか

し、設計を可視化し不具合の確認を行うということは習慣

化されているとはいえない。設計の不具合の確認や合意形

成をn次元データを用いて行うことは有効である。 

 

2．TuCの提案 
電子データを基盤とし、設計対象だけでなく周辺地形（空

間的配慮）や行程計画（時間的配慮）等を含むトータルな

視点で設計を行う、TuCシステムを提案する。このシステ

ムは建設ライフサイクルにおける、電子データ有効活用の

一環を担えるものである。 

2.1 モデル空間 
TuCにおけるモデル空間は、地形とオブジェクトより付

作られる。地形は対象エリア、周辺エリア、後背エリア、

オブジェクトは設計対象物、周辺関係物、経時変化物と分

類される。モデル空間の作成と利用には、編集機能（Editor）、

調整機能（Simulator）、閲覧機能（Viewer）が必要。関係者

の立場や目的によって使い分け、モデル空間の作成には編

集機能を、利用には調整機能を、参照には閲覧機能を活用

することが有効である。 

2.2　設計チームと2層の意見交換システム 
TuCでは、設計チームが２層の意見交換システムを用い

て検討を行っていく。情報交換場では、Webを介して情

報を共有し、事前に情報を確認する。そして合意形成場で

は、全関係者が相乗して合意形成を図るため、「気づき」

から「工夫」へと検討の高度化を図る。各関係者が工夫を

提示することで議論を活性化させ、全関係者が協働して新

たな工夫を生むという改善の体系化を目指す。 

 

3．適用と考察 
本研究では、分水路設計と駅周辺整備の二つの事例に

TuCを適用した。 

3.1　適用事例 
分水路設計では、大規模な地形改変を伴う事業に対して

TuCシステム上で計画段階からコンセプトの決定、設計案

の検討を行った。駅周辺整備事業では、設計対象物と既存

構造物が時系列を伴って複雑に交差している事業に対して、

詳細設計を基にTuCシステムを構築し設計案の確認を行った。 

3.2　TuCの効果 
適用事例において、経済的指標を設定し、算出する事で

TuCの効果を確認した。 

分水路設計においても駅周辺整備事業においても総事業

費の軽減が図れた。また、分水路設計においては業務時間

の短縮、駅周辺整備事業においては施工を考慮した設計検

討が行えた。 

3.3　TuCの可能性 
モデル空間の作成と利用、設計チームの2層の意見交換場

について、TuCの有用性と今後の可能性についてまとめた。 

3.4　TuCの課題 
TuCの課題についてまとめ、考察を加えた。「施工検討

にも配慮した設計」は施工コストを大幅に節減できる可能

性を持つ。発注体制の問題もあるが、モデル空間の取り扱

いが容易ではなかった問題があった。しかし、調査段階で

の3次元データの運用が日常化し、本研究でも指摘したよう

に設計段階で「施工時のモデル空間」の利用が可能となれば、

設計自体のコスト削減ばかりではなく、施工コストの削減

を目指した設計は技術的に可能である。機械設計における、

CAD-CAMのように一体としてパッケージ化できないとし

ても、施工の専門家をも含んだ設計検討は可能である。 

◇　　　　◇　　　　◇ 

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） 

 

研 究 助 成 成 果 概 要 

 

 

JACIC便り 
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２００９.３月号 

この連載も今回で５回目となり、ここでひと区切りと

なりますので、今までのまとめを踏まえて最新の情報セ

キュリティ事情について解説します。 

 

1．最新の情報セキュリティ事情 

不正アクセス防止法や内部統制に関わる法律（J-SOX 

法）など、コンピュータ犯罪や企業の内部統制に関する

新しい法律が制定されています。 

これらの法律の施行に伴い、今後コンピュータ犯罪に

関する刑事訴訟の増加と、社内の不正行為、企業間の訴

訟等、民事訴訟の増加も考えられ、これらの訴訟の際に

は、訴訟に必要な証拠を提出することが求められます。 

特に米国では、事件に関する証拠を当事者においてそ

れぞれ開示し（e-Discovery）、その証拠をもとに裁判が

行われています。日本企業が海外企業から訴訟のターゲ

ットにされることもあるため、訴訟に対する事前の対策

が急務であると考えられます。特に訴訟される側は、法

律違反や契約違反などの不正行為を行っていない事を証

明するに十分な証拠の確保が重要となります。 

このような情勢の変化に伴い、近年ではインシデント・

レスポンスや法的紛争・訴訟に対し、電磁的記録の証拠

保全及び調査・分析を行うとともに、電磁的記録の改ざ

ん・毀損等についての分析・情報収集等を行う一連の科

学的調査手法・技術という、デジタルデータの証拠性を

確保し、法的問題の解決を図る「デジタル・フォレンジ

ック」が重要視されています。 

 

2．デジタル・フォレンジック 

Forensicとは、「法廷（弁論）の」、「法医学的な」、「科

学捜査の」という意見です。日本ではあまり聞き慣れな

いかもしれませんが、欧米ではスタンダードな存在にな

りつつあります。 

「コンピュータ・フォレンジック」とも呼ばれハード

ディスクやメモリ上に保存されている様々なデータを証

拠証跡として対応する技術・手法です。 

簡単に言いますと、コンピュータを利用した犯罪で、

押収したコンピュータからあらゆる手法で証拠を導き出

すというものです。 

この手法は、「IT社会における個人または企業の正当

性の証明と組織の信頼性を確保するための合理的な手段」

と言えます。 

この分野では、既に日本でも専門家が普及し始めてお

り、米国に本拠地を置く公認不正検査士協会（略称ACFE）

が設けた「公認不正検査士」という資格もあります。デ

ジタル・フォレンジックについては、筆者も非常に関心

がありますので、またいつか機会がありましたら詳細に

ご説明したいと思います。 

◇　　　◇　　　◇ 

さて、情報セキュリティ（1）から（5）までお付き合い

いただきまして、ありがとうございました。 

初回で、「情報漏洩はどのようなことであるか」の用

語の定義について、『機密情報が自己の管理の届かない

状態になってしまうこと。』と解説しました。 

セキュリティを身近に感じて頂き、ドアや車に鍵をか

けるように個人個人が日常的に対策をすれば、漏洩は起

きにくくなると思います。また、個人の心がけが企業を

守ることにもつながります。 

最後に、経済産業省が今年の１月30日に、情報セキュ

リティ対策の重要性を呼びかけるキャンペーン『CHECK 

PC！』を立ち上げましたので、こちらのホームページを

ご紹介して、このシリーズを締めくくりたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.checkpc.go.jp/top.html（経済産業省HP）

より 

（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（5） 
～　情報漏洩　～ 

連載 
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２００９.３月号 

JACIC北海道地方センターは、コリンズ／テクリス関

連の問合せ対応や電子入札・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年度の主な広報活動状況を紹介します。 

  

■北海道・東北地方コアシステム会議　　 

JACIC北海道・東北の両地方センターでは、電子入札

コアシステムを採用、または採用を予定している北海道・

東北地方の公共発注機関間でのコアシステムの開発およ

び運用などに関する情報交換を行い、より利便性の高い

開発や運用に資する場として、「北海道・東北地方コア

システム会議」を開催しています。平成20年度は昨年11

月27日に仙台において開催しました。コアシステム採用

団体や採用を予定されている団体の担当者が参加し、運

用やシステム上の問題点、今後の改善の方向などについ

て活発な意見交換が行われました。 

  

■CALS/EC体験コーナー（北海道地方センター内） 

毎月、電子入札（コアシステム対応）と電子納品チェ

ックシステムの体験講座を開催しています。 

１．電子入札（コアシステム対応）体験講座 

これから電子入札を始められる方や、システムの操作

に不安を感じている方を対象に、電子入札の一連の流れ

を本番さながらの環境で疑似体験できます。 

２．電子納品チェックシステム体験講座 

電子納品の実務を担当される受・発注者の技術者を対

象にした、「電子納品に関する手引き（案）のポイント」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「電子成果品作成の流れ」「電子成果品の検査納品チェ

ックシステムの操作体験」の講習内容となっています。 

 

■公益法人と連携したCALS/EC情報提供 

JACIC北海道地方センターでは、財団法人北海道建設

技術センターと連携し、市町村連絡掲示板システムを活

用した北海道内の自治体への情報提供を昨年12月1日よ

り開始しました。 

提供させて頂く情報の内容は、CALS/ECに関する新

しい情報やJACICが提供しているシステムに関する変更

や追加・削除の情報などを予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 　　　　　　　  

 

■「建設新技術展2009ほっかいどう」への出展 

JACIC北海道地方センターでは、昨年度実施された「建

設新技術展2008ほっかいどう」から出展を開始しました。

今年度も2月25～26日に開催される「建設新技術展200９

ほっかいどう」に出展し、CALS/ECの技術を来場され

た方に体験を含め見て頂くこととしています。 

この報告を見て頂く頃には新技術展も終了しているこ

とと思いますが、会期中、発注者、受注者それぞれの立

場からご質問や貴重なご意見も多数承ることと思います。

今後のJACICの事業の参考として、また、励みとして活

かして参りたいと考えておりますので、これからもよろ

しくお願いいたします。 

（北海道地方センター長　�島巧） 

北海道地方センター活動報告 

地方便り 

CALS/EC体験コーナー 

（写真提供：（財）北海道建設技術センター） 

市町村連絡掲示板 
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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 

　年度が変わった際に再登録する必要はありません。利用者登録は

一度行えばICカードが使用できなくなるまで有効です。 

 

 「ICカード更新」は次の3つの条件を満たす場合のみにご利用可能

です。 

１．新旧ICカードにおいてICカード取得者情報の「企業名称」「企

業住所」「ICカード取得者氏名」の3項目の内容が同一であること。 

２．新旧ICカードが共に有効期間内であり、破損、閉塞、失効して

いないこと。 

３．新ICカードが利用者登録されていないこと。 

　以上の条件を満たさない場合は「ICカード更新」は利用できませ

ん。利用者登録メニューの「登録」から新規登録願います。 

質　　　問 

　年度が変わった際には、改めて

利用者登録を実施する必要があり

ますか。 

 「ICカード更新」機能はどのよう

な場合でも利用可能ですか。 

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） 

 

特集：建設分野のデータ流通基盤 

インターネットとブロードバンドの普及やe-JAPAN等

の施策により、官民で多様な情報が電子化、システム化

される中、それらを連携して利用する構想も次々に生ま

れています。このような大量のデータが流通する社会で

は、データ本体だけでなく、データの意味、定義、形式

などのデータ使用に関する情報も容易に流通する仕組み

が不可欠です。欧米では、異なる仕様で作られた多様な

データを容易に結びつけ、システムを超えた情報の共有

環境を実現するメタデータ・レジストリを中心とする情

報の標準化が各所で効果を上げ始めています。 

この特集では、建設分野のデータ流通インフラとして

メタデータ・レジストリ等を推進している民間組織であ

る「LCDM推進フォーラム」の活動を中心に、データ

流通基盤整備の意義や効果を解説します。 

主な内容 

・特別講座：東京国際大学　　堀内一　教授 

・座談会：「ライフサイクル・データ・マネジメント」 

・将来展望，取組事例紹介，海外の動向　他 

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） 

 

JACIC情報93号のご案内 

登録部門：電子入札施設管理センター 
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