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ニュースと解説

1．はじめに

CALS/ECの取り組みが始まってから10年以上が経過し、

紙から電子データへの移行は着実に進展しました。電子

納品を通じて蓄積されつつある大量の社会基盤情報は、

国土の総合的な情報の中核をなすものとして、防災や環

境をはじめとする様々なサービスに寄与できるものですが、

現在はその価値を十分に活用できていません。そこで

JACICでは、社会基盤情報標準化委員会に「社会基盤情

報利活用グランドデザイン検討タスクフォース」（座長 島

崎敏一日本大学教授）を設置し、平成21年４月に「社会

基盤の価値を活かすための11の提案」をとりまとめました。

2．社会基盤情報利活用の現状

電子納品データを作成する時には、要領への対応やエ

ラー修正の負担が大きく、不完全なまま納品されて利用

しにくくなるケースがあります。

また、データ利用時には、電子納品データが契約業務

単位に管理されているのに対し、維持管理段階では建設

物単位で扱うため、データの再整理が必要になることや、

地図や地盤データなど共通的に需要のある既存の基盤デ

ータに互換性がないため、統合利用できないなどの問題

があります。

データの更新・保全時では、データが常に現況と対応

するように維持・管理するには大きな負担が必要である

ことや、保存期間や用途に応じた保存形式になっていな

いため、無駄が多いなどの問題があります。

一方で、最新のICTを利用した適切な仕組みを作れば、

作業者の負担が少なくこれらの課題を解決できる可能性

も出てきています。この観点から、今後取り組むべき11

の仕組みを提案しました。

    

3．社会基盤情報の価値を活かすための11の提案

3.1　社会基盤情報の整備・蓄積を促進するために

①　社会基盤情報の利活用のされ方や使い回し可能な情

報を整理し、情報の利用のされ方（目的・期間）に適し

た柔軟な標準仕様を整備します。これにより、社会基盤

情報を登録する際の負担が軽減でき、下流工程でのニー

ズが大きいデータを上流工程で効率的に納品できます。

 

    

②　データ登録時に解消しきれないエラーについては、

情報が作成された初期の段階で不具合をチェックし流

通の過程で精度が向上するための環境を構築します。

③　登録されたデータの精度や構造などのメタデータ

を標準化し、レジストリなどの情報流通基盤を活用して、

利用者に対してデータ仕様・所在・利用条件を見える

化できる環境を構築します。

    

3.2　社会基盤情報の利活用を促進するために

④　社会基盤情報のXML化や関連するシステム間の連

携仕様の整備を促進し、データの意味の理解をコンピ

ュータに支援させ、品質・生産性を向上する環境を構

築します。

⑤　地理空間情報プラットフォームを利用した、国な

どの様々な主体が保有する社会基盤情報の広い公開・

流通を支援します。

⑥　基盤地図の整備・管理主体が連携するための標準

仕様などを検討・整備し、共通的に利用できる基盤地

図の網羅性を向上する環境を構築します。

⑦　位置情報や施設のコードを整備し、分散管理され

た情報が施設単位に紐づけられ、ネットワーク上で入手・

利用できる環境を構築します。

⑧　プロダクトモデルの標準仕様を整備し、事業の各

社会基盤情報の価値を活かすための11の提案

情報の利用のされ方に適した柔軟な標準仕様

共通的に利用できる基盤地図の網羅性を向上
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意味内容まで
踏み込んだチェック設計業者 施工業者

新しい電子納品要領だと、調査写真や
業務打合せ簿などのデータのエラーに
ついては修正しきれなくても登録でき
るので、納品時の負担が減った♪

位置情報や発注図のCADデータといっ
た、よく利用する重要なデータが正し
く作成されているので、情報化施工に
も利用しやすい♪

位置情報
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JACICは平成21年６月29日（月）午後、青山TEPIAホー

ルにて、第１回JACICセミナーを開催しました。テーマ

は「データ流通基盤技術について」で、約100名の参加

者がありました。講演は以下のようなオントロジー（語

彙体系学）の専門家による演題と、JACIC内における２つ 

の動きについてのレポートです。

パソコンを通した情報共有を考える時、言葉とか言

語の問題は避けて通れません。人間も機械も認識でき

る言語体系が必要になってくるからです。このことは

早くから認識されていたため、ISO/IECの世界でも標

準化に向けた様々な努力がなされて来ました。今回講

演して頂いた３人の専門家たちは、そういう標準化活

動を行っているJTC1/SC3の議長およびWG座長の方た

ちで、活動の概要についてご説明を頂きました。併せて、

JACICで行っているJACIC/LCDMレジストリに関する

活動と米国調査の報告がされました。

セミナーでの講演資料は、以下のサイトで動画で見

られます。ご参照ください。

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

（標準部　主任研究員　河内康）

ロセスにおける設計思想の共有や属性データの再利用な

ど、プロダクトモデルを用いて生産性向上や維持管理を

高度化するための環境を構築します。

    

 

  3.3　社会基盤情報の更新・保全を促進するために

⑨　事業の過程で利用される情報を標準化し、ライフサ

イクルにおいて利用されるシステムが保有する社会基盤

情報を効率的に蓄積・再利用できる環境を構築します。

⑩　更新情報を標準化し、基盤データを保有する個別の

データベースが連係して更新・相互利用される環境を構

築します。これらの取組により、一度登録した社会基盤

情報のメンテナンスが容易になります。

⑪　アプリケーションに依存しない交換標準や長期保存

に適したマイクロ・フィルムなど、利用場面に応じて

データ形式・媒体を適切に定め、相互運用性を確保し

将来も必要な社会基盤情報を確認・利活用できる環境

を構築します。これによって、建設後数十年後におい

ても必要な情報を活用することができます。

    

4．おわりに

本タスクフォースにおいて策定した社会基盤情報の価

値を活かすための11の提案は、社会基盤情報の利活用促

進という観点から、これまで標準化委員会において取り

組まれてきた、「ライフサイクルにわたる長く無駄の無

いデータの流通」、「分野や組織を超えて広く活用させる

仕組み」、「意味を深く理解した高度な処理の実現」とい

う３つの方向性をさらに促進するものです。

平成22年６月に策定予定の第４次標準化推進計画では、

この11の提案を実現する上で必要となる標準化課題に

ついて、順次検討して行く予定です。

なお、本タスクフォースの成果は、以下のサイトか

らダウンロードできます。

    http://www.jacic.or.jp/hyojun/gd_tf.html

（標準部　部長　秋山実）

２００９.１１月号

平成21年度 第１回 JACICセミナー
「データ流通基盤技術について」開催報告

演題と講演者

　1. 「情報資源共有とメタデータレジストリ技術の世界の動向」 東京国際大学教授 堀内一

　2. 「メタデータとオントロジーの動向」 カリフォルニア大学 ブルース・バグマイヤ

　3. 「地理空間オントオジー」 グラマンTASC社 ローラ・リース

　4. 「JACIC/LCDMレジストリ」 JACIC標準部長 秋山実

　5. 「データ流通に関する米国調査の概要」 LCDM推進ﾌｫｰﾗﾑ事務局長 礒部猛也

堀内先生の講演

プロダクトモデルで生産性を向上

JACIC便り

施工時に自動生成された出来形デ
ータは維持管理用のデータとして
もそのまま使えそうだ♪

調査や設計段階から提供された
CADデータを建設機械に取り込むことで、
施工時の品質のばらつきを軽減できた♪

上流工程からのデータを再利用
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２００９.１１月号

JACICでは、当センターの設立目的に適合した研究企

画案に対し、研究助成を実施しています。平成20年度は

11件のテーマについて実施をいたしました。

この度、以下に示すプログラムで研究助成事業成果の

報告会（参加費：無料）を開催いたします。当センター

の賛助会員の皆様をはじめ関係各位、また一般の皆様の

ご参加をお待ちしています。参加申込の方法はホームペ

ージ（http://www.jacic.or.jp/）をご覧下さい。。

本報告会は、「土木学会CPD」（6.0単位）及び「日本測

量協会CPD」プログラムとして認定されています。

第７回研究助成事業成果報告会のご案内

（財）日本建設情報総合センター

　　　　　　　　　　　　理事長　　門松　武

東京大学大学院情報学環

　　　　　　　　　　　　准教授　　石川　徹

松江工業高等専門学校（環境・建設工学科）

　　　　　　　　　　　　　講師　　広瀬　望

財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構

　　　　　　　　　　　　研究員　　宇田川真之

岩手県立大学ソフトウェア情報学部

　　　　　　　　　　　　　講師　　窪田　諭

大阪大学大学院工学研究科 環境・エネルギー工学専攻

　　　　　　　　　　　　　教授　　矢吹信喜

関西大学総合情報学部 関西大学先端科学技術推進機構

　　　　　　　　　　　　　教授　　田中成典

独立行政法人水資源機構総合技術センター

　　　　　　　　　　　　　主幹　　杉浦政裕

早稲田大学理工研制御工学研究室

　　　　　　　　　　　　　教授　　橋詰　匠

東京大学大学院工学系研究科　社会基盤学専攻

　　　　　　　　　　　　　講師　　井上　亮

（財）日本建設情報総合センター

　　　　　　　　　　　　　理事　　梅原芳雄

場所・モノ・事象に対する共通識別子「Uコード」

を用いた、公物管理業務の情報化および業務支

援システムの有効性に関する現場での検証研究

GISを用いた現地計測と領域気候モデルの飛来

塩分量予測の統合化による耐候性鋼橋梁の腐食

環境評価マップの作成

テレビ放送用の地域防災情報共有システムと連

携による新たな価値の創出

道路事業を対象とした３次元データの流通によ

る業務プロセスの設計に関する研究

都市空間における社会基盤の持続可能な開発の

ためのプロダクトデータモデルの適用

グラフィックスアプリケーション開発のための

OpenGLの可能性に関する調査研究

テキストマイニングによる地域ニーズの分析手

法の開発に関する研究　－モンスーンアジア地

域の水資源インフラ整備－

モービルマッピングシステムを用いた既設道路

舗装状態の道路CADおよびGIS連接に関する実

証的研究

共クリギングによる土地取引価格の時空間内挿

に関する研究

閉会挨拶

発表時間

10：30

11：00

10：25

11：00

11：30

11：30

12：00
12：00

13：00

15：00

15：15

13：00

13：30

13：30

14：00

14：00

14：30

14：30

15：00

15：15

15：45

15：45

16：15

16：15

開催日時：平成21年11月13日（金）10：25～16：20  

開催場所：ホテルはあといん乃木坂（東京都港区南青山1-24-4）　Ｂ１Ｆ　フルール  

定　　員：150名 

休憩

休憩

研究報告者研究テーマ

（経営企画部　上席参事　落合清二）

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

開会挨拶
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２００９.１１月号

1．はじめに

地方公共団体等へのCALS/ECの導入・普及を支援す

る「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）には、CALS/ECインス

トラクター育成事業が位置づけられています。

CALS/EC資格制度には、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、登録者数はRCIが2,780名、RCEが371名となって

います。（平成21年９月１日現在）。

2．平成21年度「CALS/EC資格試験」の受験状況と結果

平成21年度の受験状況と結果は下表のとおりです。

試験結果をみると、RCIでは「公共事業執行」や「標

準化」の分野において得点率が低い傾向がみられました。

また、RCEでは実務経歴が不足していたため、合格基

準に満たなかった受験者が多くみられました。

合格者を地域別にみると、RCI・RCEとも関東地域

が最も多く、次いで九州地域となっています。

3．おわりに

電子納品の質的向上のため、RCI・RCE等の有資格

者の活用が今年６月に改定された電子納品運用ガイド

ライン（案）【業務編】、【土木工事編】に触れられてい

るところです。

合格された皆様には、RCI・RCEに登録していただき、

活躍されることを期待しています。

（CALS/EC部　主任研究員　光本純）

先月号に引き続き、コリンズとテクリスの登録件数に

ついて今年（平成21年）７月から９月までの各月分を前

年（平成20年）同月との比較を行った結果を下記のとお

り示します。

■コリンズ：７月は、国の機関関係分が2,180件で前年同

月比７%減少、地方公共団体関係分が22,594件で前年同

月比２%減少しています。８月の登録件数は、国の機関

関係分が1,946件で前年同月比７%減少、地方公共団体関

係分が16,152件で前年同月比13%減少しています。９月は、

国の機関関係分が3,538件で前年同月比40%増加、地方公

共団体関係分が28,186件で前年同月比22%増加しています。

（図－1 参照）。

 

 ■テクリス：７月の登録件数は、国の機関関係分が

1,868件で前年同月比31%増加、地方公共団体関係分が

3,997件で前年同月比３%減少しています。８月は、国

の機関関係分が1,327件で前年同月比25%増加、地方公

共団体関係分が2,464件で前年同月比13%減少しています。

９月は、国の機関関係分が2,325件で前年同月比97%増加、

地方公共団体関係分が3,939件で前年同月比37%増加し

ています。（図－2 参照）。

（経営企画部　部長　前田安信）

平成21年度「CALS/EC資格試験」合格者を発表

コリンズ・テクリスの登録件数の状況

図－２　テクリス登録件数前年同月比較（契約額500万円以上）図－１　コリンズ登録件数前年同月比較（契約額500万円以上）
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RCI試験・RCE試験の受験状況と結果

申込者
（A）

受験者
（B）

受験率
（B/A）

合格者
（C）

合格率
（C/B）

RCI

RCE

563名

33名

496名

31名

88.1％

93.9％

390名

25名

78.6％

80.6％

試験

詳細は、http://www.cals.jacic.or.jp/参照

地域別合格者数
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２００９.１１月号

平成21年度における九州地方センターの主な活動を紹

介いたします。

■電子入札コアシステム

○電子入札コアシステム普及状況

九州地方では８県、２政令市及び４市で、コアシステ

ムによる電子入札が実施されています。また、長崎市と

佐世保市は、これまで他システムによる電子入札を実施

して来ましたが、今年度より新たにコアによるシステム

構築に着手、来年度からは本格運用を予定しています。

なお、熊本県、大分県及び鹿児島県においては、県下の

市町村と共同利用を実施しています。特に大分県は県下

市町村の全てで、本年度より電子入札コアシステムによ

る入札が、全国で初めて可能となった自治体です。今後

は引き続き各市町村への普及拡大が課題となります。平

成21年８月現在、九州のコアシステム普及状況を以下に

まとめました。

【運用中】福岡県／佐賀県／長崎県／熊本県（共同利用

１団体）／大分県（共同利用18団体）／宮崎県／鹿児

島県（共同利用13団体）／沖縄県／北九州市／福岡市

／那覇市／大村市／唐津市／柳川市

【開発中】長崎市／佐世保市

○九州地方コアシステムユーザー会議

去る７月17日に九州地方の「電子入札コアシステムユ

ーザー会議」が開催されました。この会議は、電子入札

コアシステムを導入済み、または導入中の自治体間にお

ける電子入札関連の情報交換等の場として開催されるも

ので、当日は、自治体関係者23名が参加し、日頃業務の

中で抱える課題、悩み等について活発な意見交換と情報

共有がなされました。

○福岡県市町村共同利用に向けた電子入札デモ・説明会

７月24日福岡県庁会議室において、電子入札コアシス

テムのデモ・説明会を行いました。県下の７市町村で共

同利用を含めた検討の中で、自治体担当の皆様が実際の

電子入札の操作性、ICカードによる認証の手続き等体験

され、運用・料金等に関する質問も出て、電子入札コア

システムの有用性が確認され、参加者には、大変有意義

なデモ・説明会となりました。

■RCCM資格試験準備講習会

JACICでは、シビルコンサルティングマネージャ（RCCM）

の資格試験（11月８日（日））に先立ち受験準備講習会を10

箇所で開催しています。九州地方センターはうち２箇所

を担当し、７月23日（木）に沖縄、 31日（金）に福岡で開

催しました。おかげさまで当日は沖縄で約100名、福岡で

約300名の方が受講されました。長時間の講習となりまし

たが、皆様熱心に講義を受けられていました。

■コリンズ・テクリス

○新しいコリンズ・テクリス登録システムのリリース

８月18日（火）、新しいコリンズ・テクリスがリリース

されました。今回のシステム変更に際し、大変ご迷惑を

おかけしましたが、受発注者の皆様方のご理解とご協力

を得まして一応のスタートを見ることができました。

大変感謝致しております。新しいシステムは、インタ

ーネットを利用したWebシステムです。これまでは各Ｐ

Ｃごとに電子証明書が必要でしたが、どのパソコンから

でもログイン名とパスワードによりシステムにログインし、

データの作成・登録を行うことができます。リリース当

初は、多くの問い合わせで電話等がつながりにくい状態

でしたが、おかげさまで大分落ち着いてきました。今後

も当センターは、利用者様からの問い合わせ等にていね

いで分かりやすい説明を心がけていきたいと思いますの

でよろしくお願いします。

○検索システム普及状況

九州における自治体のコリンズ・テクリス検索システ

ム導入状況は、平成21年９月末現在で、69市、20市町村

の合計89市町です。（一部試用を含む）以下に県別の市

町村導入状況を示します。

今後は、市町村の一般競争入札（総合評価落札方式）

の試行拡大等に伴って、検索システムの必要性等が更に

高まってくると思われますので、地方センターにおいて

も導入の拡大と推進を図ってまいります。

なお、発注機関向けの検索システムは市町村向けが低

料金（1ユーザ10,500円/年）に設定しておりますので、

是非ご利用頂けますようお願いいたします。また６ヶ月

間の無料試用期間も活用出来ます。

■九州建設技術フォーラム2009への出展

九州地方センターは、昨年度に引き続き今年も10月14

日（水）に、福岡市東区九州大学医学部の百年講堂で開催

される「九州建設技術フォーラム2009」に東京本部と連

携して出展し、JACICが事業展開する建設分野の情報シ

ステム全般について紹介します。特に今回は「災害復旧

効率化支援ソフト Photog-CAD」、「CALS/EC理解度ソフ

ト」、新しい「コリンズ・テクリス登録システム」等に

ついて、建設生産性向上に向けた普及のための説明を実

施して参りました。当センターのブースやプレゼンテー

ションにも大勢の方にお立ち寄りいただき大変盛況でした。

（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

福 岡 県
佐 賀 県
長 崎 県
大 分 県
熊 本 県
宮 崎 県
鹿児島県
沖 縄 県
　合計

19
5
10
9
7
6
7
6
69

10
0
3
1
4
0
1
1
20

29
5
13
10
11
6
8
7
89

県名 市 町 計

県別の導入状況
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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
　この警告は、Windowsのユーザ名（ログイン名）、Windowsのネッ
トワークに用いるドメイン名、JREソフトをインストールする際の
Windowsのユーザ名（ログイン名）に２バイト文字（ひらがなや漢
字等の全角文字）を使用している場合に表示される可能性があります。
 Windowsのユーザ名及びドメイン名に関する制限事項については、
e-BISCセンターホームページの「重要なお知らせ」の平成15年4月
10日付け「電子入札コアシステムを利用する応札者向け制限事項の
周知について」をご参照ください。
 なお、詳しい設定手順等についてはご利用の認証局へお問合せく
ださい。
　使用している端末の環境が電子入札システム動作条件を満たしてい
ないか、または端末の動作が不安定になっていることが考えられます。
 端末の推奨環境については、e-BISCセンターホームページ左
MENUの事前準備「電子入札推奨環境」よりご確認ください。
 なお、端末の環境に問題が無い場合は、認証局が提供している電
子入札用ソフトが正常に動作していない可能性がありますので、ご
利用の認証局に対処方法についてお問合せください。

質　　　問
 電子入札システムの「利用者登録
／電子入札」選択画面でJRE選択ボ
タンを押下すると「Java Plug-in ア
プレットインストールの警告」と
表示されます。

　本運用の電子入札システムで時
刻が表示されません。

項　目

工事・業務/
物品・役務
共通

（e-BISCセンター　主事　川口玲）

平成21年度の電子入札案件登録・開札状況は下表及び

グラフのとおりとなっています。

なお、このデータは国土交通省関係直轄事業（内閣府

沖縄総合事務局分を含む）の物品・役務及び工事・業務

契約のうち電子入札で行われた件数です。

e-BISCコーナー

電子入札案件登録・開札状況 登録部門：電子入札施設管理センター

登録件数 開札件数
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

５月４月 ６月 ７月 ８月 ９月

電子入札登録・開札件数対前年度比

（e-BISCセンター　参事　松本重遠）

平成21年度電子入札案件登録・開札件数

3,221
（1.42）

4,083
（1.07）

3,591
（0.97）

2,160
（0.95）

4,802
（1.19）

3,408
（1.18）

6,700
（1.50）

4,219
（1.20）

４月 ５月 ６月 ７月
5,253
（1.33）

3,952
（1.31）

８月
3,523
（0.93）

6,677
（1.70）

９月
案件登録
件数

開札件数

（　）：前年同月比
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