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ニュースと解説 

JACICでは、電子入札コアシステムVer.5.1（以降

Ver.5.1と略す）の提供を開始しました。Ver.5.1は、平成

19年に提供開始した電子入札コアシステムVer.5.0（以降

Ver.5.0と略す）の新ミドルウエア対応版です。Ver.5.0か

ら新たな機能を追加したものではありませんので、

Ver.5.1はVer.5.0と共にコアシステム最新版という位置づ

けとなります。本稿では、Ver.5.1の概要を紹介いたしま

す。 

  

1．背景 
JACIC及びSCOPE（（財）港湾空港建設技術サービスセ

ンター）は、「CALS/EC地方展開アクションプラン（全

国版）」の趣旨に則り、地方公共団体等の公共発注機関

への円滑な電子入札システムの導入を支援するため、「電

子入札コアシステム開発コンソーシアム」（以降コンソー

シアムと略す）を設立し、電子入札コアシステム（以降

コアシステムと略す）の開発及び改良を行ってきており

ます。 

コアシステムは、マルチプラットフォームを実現して

いるため、OSやミドルウエアを任意に選択することが

可能ですが、公共発注機関からの推奨環境を提示してほ

しいとの要望に答え、OSやミドルウエア製品のグルー

プを「第Ｎ世代」として定義し動作確認を行い、情報提

供を行っております。 

Ver.5.1提供前時点で推奨環境としているのは第二世代

及び第三世代ですが、構成する製品のベンダーサポート

や製品販売終了時期を考慮し新しいミドルウエアに対応

してほしいとの要望が公共発注機関よりあり、これに対

応したものです。 

  

2．電子入札コアシステムVer.5.1の概要 
Ver.5.1では、新たなミドルウエア製品を含めたグルー

プとして第四世代ミドルウエアを定義し、Javaの言語仕

様の変更等に対応しました。また、最新のサービスパッ

クを適用しました。 

  

（1）第四世代ミドルウエアへの対応 
コンソーシアムでの検討を踏まえ、下記のミドルウエ

アを選定しました（表2.1を参照。アンダーラインが第四

世代で新たに追加するミドルウエア。それ以外は第三世

代ミドルウエアから継続）。 

  

 　 

 

 

 

 

 

 

第四世代ミドルウエアは下記の表2.2に示すOSで使用

可能です。 

  

 
 
 
 
 
（2）最新サービスパックの適用 
コアシステムでは、提供後に発見された問題点及び

改善点に対応し、サービスパック（以降SPと略す）と

してサービスセンターホームページに公開しております。

Ver.5.0に対しては、平成20年７月31日にSP1を、平成

21年３月27日にSP2を公開していますが、今回提供す

るVer.5.1にはこれらのサービスパック相当の対応が適

用済みです。 

  

3．今後の予定 
現在105の公共発注機関が、コアシステムを採用した

電子入札システムを構築されており、平成21年度は多

くの公共発注機関がコアシステムのバージョンアップ

を予定されています。また、平成21年度中には、高知

県や富山県高岡市が新規に構築を完了される予定です。

JACICでは、公共発注機関の構築を支援するため、サ

ービスセンターホームページを通して、より高品質な

技術情報や技術サポートを行って参ります。 

  

参考：電子入札コアシステムサービスセンターホームページ 

　　http://www.cals.jacic.or.jp/coresc/ 

  

（CALS/EC部　主任研究員　石渡啓晋） 

電子入札コアシステム Ver.5.1の提供開始 
 

表 2.1　第四世代ミドルウエア 

アプリケーションサーバ 

Java 

データベース 

Webサーバ 

製品名称 
Oracle WebLogic Server 10.0 

JDK 5.0 

Oracle Database 10g Release2 

Sun Java System Web Server 6.1 

Sun Java System Web Server 7.0

表 2.2　第四世代ミドルウエア対応OS

Windows 

UNIX 

Linux

製品名称 
Windows Server 2003 R2 SP2 

Solaris 10 

Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4.0
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２００９.６月号 

柔軟な時間管理概念を導入した4次元GISによる

大規模地下開発支援システムの構築 

室蘭工業大学　情報工学科 

教授　板倉賢一 

  

大規模地下構造物は持続可能な社会のための基本的な

インフラストラクチャーであるとされる。しかし、社会

における地下構造物の重要性が増すとともに、地下開発

プロジェクトの場で発生する莫大な情報量を有効に管理

することのできるシステムの開発が望まれることとなった。 

既存の地下構造物施工管理システムを見ると、データ

管理方法が陳腐化しているために、採取されたデータが

有効に地下構造物の設計・施工へとフィードバックされ

ていないことが明らかとなった。 

本研究では、パーソナルコンピュータ上の仮想地下空

間を自由に移動することで、適切なデータにアクセスす

ることのできるデータ管理方法を提案し、瑞浪超深地層

研究所プロジェクトをモデルとして実際のプロジェクト

管理システムを構築する。 

地下開発に関する情報は時間進行に鋭敏である。した

がって、本研究で設計するデータ管理手法も時間変化に

柔軟であることが求められる。この意味で、仮想地下空

間は時間概念を導入した4次元空間でなければならない。 

最初に、われわれは異なる時間概念を包括的に管理す

ることのできる時間領域のフレームワークを定義した。

すなわち、時間領域を多数の有限なタイムセグメントに

分割する。書くタイムセグメントの初期状態では、全て

の情報が一つ前のタイムセグメントから継承されるが、

当該セグメントでは情報の生成・変化・消滅のみが記録

される。 

このフレームワークを関係データモデルに適用するこ

とによって、以下のようなデータベース構造を設計した。

すなわち、あらゆる地学テーマは幾何学データSD、時間

変化する特性FCA、ならびに時間的に静的な特性SAの

関係スキームによって記述される。この記述方法は、地

学オブジェクトを静的情報と動的情報の一次結合としよ

うとするものである。この方法に従えば、静的情報はデ

ータベ―ス上で動的情報と峻別して管理されることとなる。

したがって、個別データの冗長性を大きく低減すること

が可能となる。 

このデータベース構造は仮想空間の構築を柔軟化する

ことも可能とする。すなわち、仮想空間を構成する幾何

学ユニットは幾何学データSD, 時間変化する特性FCA,な

らびに時間的に静的な特性SAの一次結合として表すこと

ができる。したがって、本研究で設計したデータベース

構造を仮想空間構築に適用することが可能となる。この

考えに従えば、ユーザーは必要な幾何学ユニットをデー

タベースから抽出し、それらを組み合わせることで所要

の仮想空間を構築することが可能となる。 

一方、人間の時間記憶はあいまいなため、データベー

ス上で適切に時間管理を行うことは難しい。このため、

必要な時間データに、適宜、アクセスすることも難しく

なる。このため、人間のあいまいな時間記憶を補完する

ことを目的に、柔軟な時間概念を開発システムに導入す

ることを考えた。 

これまでデータベース上における各種の時間管理手法

が提案されてきたが、いずれの手法も厳密な時間管理概

念を用いて設計されている。本研究では、ファジィ理論

を用いて人間のあいまいな時間管理概念をソフト的に処

理することで問題の解決を試みた。 

以上の考えに基づいて、瑞浪超深地層研究所プロジェ

クトを対象としたプロジェクト管理システムを開発し、

設計概念の妥当性を検証した。 

 

 

力学・費用連成によるトンネル積算最適化に関す

る研究 

近畿大学　理工学部　社会環境工学科 

教授　久武勝保 

 

現在のトンネル建設における設計・施工の規格は、過

去の実績で得られた情報や経験をもとにしたものが通常

適用される。トンネル一次覆工に関しては，地山の事前

調査結果を地山種別に照合し、その種別決定により設計・

施工・費用が決定される。しかし，そこでは一次覆工の

力学的な安定条件と建設コストの最小化条件を同時に満

足するようにして施工条件が決定されているわけではない。 

研 究 助 成 成 果 概 要 

JACIC便り 
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特集：観光振興と情報技術 

平成19年１月に施行された「観光立国推進基本法」に

基づき、同年６月に「観光立国推進基本計画」が閣議決

定され、平成20年10月には国土交通省の外局として観光

庁が設置されました。現在、我が国は経済の低迷化、国

際競争力の低下、高齢化等の経済面、社会面の難局に直

面しており効果的な施策を講ずる必要性に迫られています。

観光立国の実現化の推進により、地域経済の活性化、雇

用の機会増大、国際相互理解の増進などのプラス効果が

大いに期待されます。 

本特集では、「基本計画」に掲げられている国際観光

の振興、観光旅行の促進のための環境整備に関して、観

光地と旅行者を結ぶ情報サービスが重要であるとの観点

から、国、自治体、大学等の関連した取り組みを紹介し

ます。 

 

主な内容 

①特別寄稿：北海道大学　石森秀三　教授　他 

②国の取組み：観光庁，国土交通省　他 

③取組み事例の紹介 

④JACICからの提案 

 

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)までお願いします。 

（経営企画部　参事　矢田敬） 

一次覆工の安定性と建設費用の最小化の関係を結びつ

ける最適化に関する研究が十分行われていないことや、

地山の力学特性が事前に十分把握できないこと等の理由

によって、トンネル工学におけるこの方面の研究成果は

十分とはいえない現状にある。 

本研究は，トンネル一次覆工の力学的な安定性を確保

した上で、一次覆工の建設費用を最小化する種々の施工

条件・力学条件の関係について、最適化手法と数値解析

手法を連成させて明らかにすることを目的としている。

すなわち、トンネルの力学的な安定性を確保すると共に

建設費用を最小化する施工条件を最適化手法で求めるも

のである。トンネル設計を合理的に行うには、一次覆工

の挙動、特にその安定および破壊条件を力学的に表現し、

また安定性を確保できる場合について、最も経済的な施

工条件と建設コストを決定する必要がある。そこで、本

研究では鋼製支保工と吹付けコンクリートからなるトン

ネル一次覆工を採り上げ、以下に示す種々の条件を考慮

した非線形数値解析を行った。すなわち、 

①　時間と共にトンネル内面がはらみ出す地山の時間依

存力学特性 

②　トンネル切羽の進行速度 

③　吹付けコンクリートの時間に依存した強度、変形特

性 

④　鋼製支保工の弾塑性力学特性 

⑤　トンネル切羽周辺の3次元変形特性 

コスト最適化の手法については従来トンネル工学の分

野ではシンプレックス法や勾配法が適用されてきた。し

かし、コストは種々の施工条件、支保の力学特性、地山

の初期応力、力学特性の影響を受けるので、コスト最適

化問題は多くの極小値が存在する多峰性問題である。と

ころが上記の手法では必ずしもコスト最小値が求められ

るという保証はなく、極小値が得られる可能性がある。

そこで、本研究では最小値を求めることの出来る広域探

索法である遺伝的アルゴリズムを採用している。 

得られた成果から指針の一例を示せば以下の通りである。

鋼製支保工の降伏はトンネルの安定性に大きく影響しな

いが、吹付けコンクリートの降伏はトンネルの安定性と

経済性を損なうので、これが降伏しない施工条件を決め

る必要がある。 

本研究によりトンネル工学で初めて力学・費用連成解

析が研究されたという新規性が認められる。また積算最

適解を探索する本提案手法は今後のトンネル積算の実務

に活用することが可能である。 

 

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） 

JACIC情報94号のご案内 
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はじめに 

国土交通省は、平成21年３月、新たな実施計画である

「国土交通省CALS/ECアクションプログラム2008」（以

下、AP2008）を策定し、目標-⑥に「CALS/ECの普及」

を掲げ、CALS/ECのリテラシー向上及び自治体の

CALS/EC普及率向上を目標の一つとしました。 

JACICでは、これまでもCALS/ECの普及を支援して

きており、公共事業を受発注者する機関のICT技術活用

能力の水準を高めるとともに、適正かつ効率的な公共事

業の遂行を支援することを目的とした「－公共事業発注

者のための－CALS/ECガイドブック」を平成18年5月に

発刊しました。 

このたび、AP2008の策定及び電子納品要領・基準類

の改訂などCALS/ECの現状が大きく変化する中で、公

共事業に携わる皆様にその最新情報を提供すべく、

CALS/ECガイドブックを改訂し、６月15日（月）に発

刊することとしました。 

 

改訂CALS/ECガイドブックの概要 

本書は、前述のAP2008をはじめとする建設分野の 

CALS/EC関連施策の最新情報から、電子調達の仕組み、

電子納品に関する要領・基準類の改訂情報まで、

CALS/ECに関連する情報を体系的に網羅しております。 

公共事業における業務効率化や生産性向上に取り組ま

れている受発注者の方々にとって、ICT技術を活用する

ための教育は不可欠であり、本書はその解決に資する有

益な教材です。 

編　集：（財）日本建設情報総合センター 

発　行：（財）経済調査会 

定　価：3,000円（税込） 

サイズ：Ｂ５版 

 

購入について 

購入を希望される方は、以下までお問い合わせ下さい。

（予約受付中） 

（財）経済調査会　業務部 

TEL　03-3542-9291　FAX03-3543-1904 

URL　hppts://book.kensetsu-plaza.com/ 

 

（CALS/EC部　主任研究員　板橋友彦） 

「CALS/ECガイドブック」改訂版　6月発刊!!

「CALS/EC理解度チェックソフト」は、公共事業に

携わる方々のICT活用能力の習得・向上に効果的な研修

や効果的な学習環境の実現を支援するe-learning教材です。 

このたび、AP2008及び平成20年に改訂された電子納品

関連要領・基準類などのCALS/ECの最新情報を盛り込み、

本ソフト2009年度版を６月に発売することとしました。 

CALS/EC理解度チェックソフトの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　本ソフトを活用することにより、研修の予習・復習、

理解度のチェック、受験者の成績集計、研修の定量的な

効果測定ができ、効果的な CALS/EC研修が可能になりま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。また、上記の「－公共事業受発注者のための－改訂

CALS/ECガイドブック」（（財）経済調査会発行）とセット

で学習することで、より効果的な知識の習得が可能です。 

 

購入について 

JACIC　CALS/ECホームページより、購入申込書を

ダウンロードし、必要事項をご記入後、FAXでお申し

込み下さい。URL：http://www.cals.jacic.or.jp/ 

（CALS/EC部　主任研究員　板橋友彦） 

「CALS/EC理解度チェックソフト」2009年度版　6月発売!!

CALS/ECコーナー 

媒　　体 
利用環境 
 
テ ス ト 
 
 
 
 
 
 
集計機能 
 
販売価格 

CD（操作マニュアル付き） 
Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 
Vista 
・５肢択一　20問 / 制限時間30分 
・「CALS/ECの概要」、「公共事業のライフ
サイクルと建設事業の標準化」、「電子調
達」、「電子納品」、「工事中の情報共有」
に関する問題をランダムに出題。 

・平成21年４月１日現在の要領・基準類の情
報を反映。 

受験者別成績の表示・印刷・保存 
分野別の成績表示・印刷 
9,980円（税込み、送料別） 
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２００９.６月号 

JACIC中部地方センターは、コリンズやテクリスの登

窓口及びお問い合わせへの対応、公共事業に関わる

CALS／ECの普及と支援、その他広報活動などを行って

います。 

平成20年度後期の主な活動についてご紹介します。 

  

■ 建設技術フェア2008 in 中部 

平成20年10月29日・30日の二日間、名古屋市の吹上ホ

ールにて建設技術フェアが開催されました。 

14,400人の来場者を数え、盛況のうちに幕を閉じまし

た。 

JACICからは建設副産物・建設発生土情報交換システ

ムと、Photog-CAD、CALS/EC理解度チェックソフト

を展示し、ご紹介しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ICTシンポジウム 

建設事業の各プロセスにおいて情報通信技術（ICT）

を活用して、効率化・高度化を図り、生産性の向上を目

指す一環として、平成20年７月に国土交通省により「情

報化施工推進戦略」が策定されています。 

建設技術フェアin中部では、特別企画として「ICTシ

ンポジウム」が開催されました。 

国土交通省、社団法人日本建設機械化協会、西尾レン

トオール㈱、大成建設㈱、㈱NIPPOコーポレーション、

鹿島建設㈱より取組みなどが紹介されました。 

JACICからはCALS／EC部より「CALS／ECによる

生産性向上について」というテーマで講演を提供してい

ます。 

参加者は、ICTへの関心が高く、約300人の来場者が

ありました。 

■ 中部地方整備局建設ICT導入研究会発足 

平成20年11月21日に中部地方整備局長を会長として、

建設ICT導入研究会が発足しました。 

産・官・学の様々な立場の方が、生産性の向上や行政

サービスの向上、現場技術力の強化などを一緒に目指し

ていくことを目的としています。 

平成21年４月20日現在で233者が会員となっています。 

JACICではマネジメント委員会と技術普及チーム及び

技術研究チームに参加をしています。 

情報化施工の試験施工も行われており、平成21年１月

29日には静岡県三島市内の道路工事現場にて「建設ICT

現場見学会」が開催されました。 

ICTシンポジウムならびに建設ICT導入研究会につい

ては、インターネットのwebページに紹介されています。 

試験施工の見学会の様子やレポートなどもありますの

で、参考までにURLをご紹介致します。 

○建設ICT導入研究会 

http://www.cbr.mlit.go.jp/kensetsu-ict/ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 中部ブロックコアシステムユーザ会議 

平成20年12月15日に、第二回中部ブロックコアシステ

ムユーザ会議を開催しました。 

岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・名古屋市の担当者

が出席されました。 

コアシステムの運用上の問題点や改善要望などについ

て、事前ヒアリングを元に意見交換が行なわれました。 

 　 

（中部地方センター　センター長　松本良一） 

中部地方センター活動報告 

地方便り 
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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 
　該当案件が入札説明書等ダウンロードシステム対象案件であれば、
調達案件一覧画面に該当案件表示後、「掲載文書一覧」欄の「表示」
ボタンをクリックし、ダウンロード文書一覧表示画面より必要なフ
ァイルをダウンロードする事が可能です。 
　なお、ダウンロード操作に関するマニュアルは、e-BISCセンター
ホームページ左MENU「操作マニュアル【工事・業務】」の、「◆入
札説明書等の電子的提供（ダウンロードシステム）操作・運用マニ
ュアル」に掲載していますのでご参照ください。 
 「文書公開のお知らせメール」は、配布文書ダウンロード実施の有
無に関わらず、ダウンロード対象文書のファイル名をクリックして
「ファイルのダウンロード」ダイアログを表示させるだけで、発注
者が文書を追加・変更し公開した際に、自動送信されます。 

質　　　問 
 入札説明書等関係文書のダウンロ
ード手順を教えてください。 
 
 
 
 
 
 
　入札説明書等ダウンロードシステム
で入札説明書の配布文書をダウンロー
ドしていないのに、「文書公開のお知ら
せメール」が届いたのは何故ですか。 

項　目 
 
 
 
 
 

工事・業務 

 

（e-BISCセンター　主事　川口玲） 

 

さまざまな社会基盤や国土に関する情報を、位置や場

所をキーとして集約することで「地理空間情報化」し、

情報の共有と高度利用を図ることを目的として、インタ

ーネット上で地域や環境などに関するサンプルデータを

掲載した「地理空間情報プラットフォーム」プロトタイ

プが平成20年４月30日、国土交通省により公開されました。 

JACIC、（財）日本地図センター、東京大学空間情報科

学研究センターはこのプラットフォームが社会的に大き

な可能性を有し、利活用を促進することが公益にかなう

ものであると判断し、共同で一般向けのフォーラムを開

催することとしました。 

第１回目は、平成20年６月12日「国土交通地理空間情

報プラットフォームを通じた情報の流通とそれを用いた

新たなビジネスの可能性を探る」と題して開催しました。 

その後、プラットフォームにはコンテンツが拡充され、

おおよその雰囲気がつかめるものとなってきましたが、今

回はそれを受けての第２回目のフォーラムです。平成21年

３月２日に開催され、テーマは「使ってみたプロトタイプ

と利活用」と題して、公共放送、情報流通促進、防災およ

び教育、行政、産学それぞれの立場から具体的な取り組み

とそれを踏まえたプラットフォームの評価など、興味深い

発表と会場も巻き込んだ熱心な議論が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラットフォームプロトタイプおよび第2回フォーラ

ムの画像が次のサイトでご覧になれます。 

国土交通地理空間情報プラットフォームプロトタイ

プ　http://www.spat.nilim.go.jp/home/ 

「JACICセミナー」 

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

（GIS研究部　主任研究員　石井義久） 

第2回「国土交通地理空間情報プラットフォーム」フォーラム開催 
－使ってみたプロトタイプと利活用－ 

 

登録部門：電子入札施設管理センター 

GISコーナー 

第２回フォーラムでの講演・パネルデスカションのようす 
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