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平成22年１月22日（金）に第21回電子入札コアシステム特別

会員会議及び第８回コアシステムユーザ会議を日本教育会館

におい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21回電子入札コアシステム特別会員会議 
一昨年、電子入札コアシステム開発コンソーシアム（以降：

コンソーシアムという）を2年延長しました。今年度は、その

期限の年であるため、正会員の賛同を得て、２年間継続する

旨の報告を行いました。また、コアシステムに関する情報と

して、Windows7への対応やJRE等の更新に伴う民間認証局と

の調整、また暗号アルゴリズム移行に関する情報を提供しま

した。 

今回、大きな関心を呼んだ議題は、暗号アルゴリズムの移

行についてでした。政府の認証基盤と関係する暗号技術を利

用しているすべてのシステムが影響を受けるため、コアシス

テムを利用中の団体においても平成25年度末までの対応が必

要となります。 

暗号アルゴリズムの移行は、コンソーシアムでも大きな課

題としており、利用者の移行がスムーズに行えるよう、引き

続き検討・情報提供を行っていきます。 

3．第8回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第８回コアシステムユ

ーザ会議（以降：ユーザ会議という）では、次の報告及び参

加団体からの意見を伺いました。また、ユーザからの情報提

供として、大分県と島根県による共同利用に関する事例紹介

を行いました。 

① アンケート結果報告 

事前に実施した、ユーザ団体へのアンケート結果を集計し

報告しました。 

今回の調査では、79団体から回答をいただき、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、ブロック会

議等でユーザから要望のあった事項について各団体の意見を

伺いました。 

② 平成21年度地方ブロック会議結果報告 

全国８箇所で開催した地方ブロック会議の開催報告と共に、

ユーザ団体間の情報交換における、コアシステムの機能等に

関する質問や確認事項について事務局より説明しました。 

③ 大分県、島根県による事例紹介 

ユーザ向けの情報提供として、大分県土木建築部建設政策

課　安藤様と島根県土木部技術管理課　石倉様からコアシス

テムを利用した市町村との共同利用の事例を紹介いただきま

した。 

大分県は、本年度より全18市町村が共同利用に参加し、電

子入札を始めています。県下全市町村が電子入札を運用開始

した最初の団体であるため、全市町村が参加するまでの活動

等について紹介いただきました。 

また、島根県は、今年度から電子入札の運用を開始しており、

運用が順調に進んだため当初の予定を前倒しし、開始から半

年で全面実施されました。共同利用にも積極的に取り組んで

おり、共同利用による市町村の費用負担軽減等についてご紹

介いただきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4．今後の取り組みについて 
今回は、例年同時に開催しているCALS/EC MESSEの見送

りにも係らず、特別会員会議には、82団体、総勢160名、ユー

ザ会議には68団体、総勢118名と、両会議ともに昨年度より多

くの団体に参加いただきました。 

コンソーシアムでは、引き続き多くの公共発注機関にコア

システムを利用していただくよう、ユーザの意見や要望を収

集し、検討・改良を行っていく予定です。 

また、今後予定されている暗号アルゴリズムの移行等につ

いても関係機関と情報交換を継続的に行い、ユーザへの、情

報提供、情報交換を随時行っていきます。 

（CALS/EC部　主任研究員　菊地修） 

『第21回電子入札コアシステム特別会員会議』 
『第8回コアシステムユーザ会議』開催報告 

ニュースと解説 

ユーザー会議で発表する 
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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 
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 

1．はじめに 

国土交通省CALS/ECアクションプログラム2005では、

３次元CADの利活用に関する構想が提案されている。

しかし、現在、利用されている３次元CADは、Auto 

CAD や SolidWorksをはじめとした国外の高価なソフト

ウェアが大半であり、国産は皆無である。このことが、

建設事業の設計・施工フェーズにおける３次元CADデ

ータの利活用の弊害となっている。そのため、国産の安

価な３次元CADエンジンの早急な開発が切望されている。 

そこで、本研究では、３次元CADエンジンの開発に

欠かせないグラフィックスライブラリの現状を把握する

ことを目的とし、グラフィックスアプリケーションの構

築に実績のあるOpenGLを対象として、OpenGLの可能

性に関する調査研究を実施する。 

 

2．研究内容 

本研究では、OpenGLの可能性を把握するために、次

の6項目について調査を行った。 

（1）市販3次元CADの実態調査 

本調査では、既存の３次元CADの実態を把握するため、

市販の汎用３次元CADの特徴、モデリングカーネル、

モデル表現や座標系について調査した。 

（2）OpenGLが保持する位相と幾何の概念調査 

本調査では、OpenGLが保持するAPI群について調査し、

モデルの描画に利用可能なAPIについて整理した。また、

OpenGLの保持するAPIを利用して汎用3次元CADで必

要となる各モデルの描画方法について調査した。 

（3）最も利用すべきOpenGLのAPIの調査 

本調査では、３次元CADエンジンの機能の実現方法

について調査し、利用すべきAPI群について整理した。

本研究で対象とした機能は、汎用３次元CADが保持す

べき機能の内、OpenGLと関連があるものとした。 

（4）OpenGLと他言語や他システムとの相性調査 

本調査では、OpenGLと各OSや開発言語との相性につ

いて調査した。また、３次元CADエンジンの開発時に

使用すべきグラフィックボードについても調査した。 

（5）OpenGL による3次元CADエンジンのプロトタイプ

の開発に向けての調査 

本調査では、３次元CADエンジンの開発に向けて実

装すべき機能について纏めるため、汎用３次元CADが

保持する機能について調査し、本研究で実装する機能

について整理した。 

（6）マイクロソフトが提供するグラフィックスライブ

ラリの最新動向調査 

本調査では、OpenGL以外のグラフィックスライブ

ラリについて把握するため、マイクロソフト社が提供

しているグラフィックスライブラリであるDirext3Dと

WPFについて調査した。 

 

3．おわりに 

本研究では、３次元CADエンジン開発のための

OpenGLの可能性を把握することを目的として調査を

行った。本調査研究によって得られた結論は次の通り

である。 

・３次元CADエンジンの作成において実装すべき機能 

・使用すべきモデル表現および座標系 

・３次元CADエンジンを開発する際に使用すべきAPI 

・OpenGLのネイティブなAPIで表現可能なモデル 

・使用すべきOS、開発環境、グラフィックスボード 

・３次元CADエンジン開発に最も適しているグラフィ

ックスライブラリ 

今後は、本研究の調査結果を基に、３次元CADエン

ジンのパイロットシステムを開発し、機能面、速度面、

コスト面においてOpenGLが優れているかどうかを検

証する。 

 

テレビ放送用の地域防災情報共有システムと 
連携した災害地理情報の配信 

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 

1．研究開発の背景と目的 

近年、地域の防災情報を、組織を超えて共有化し、

テレビ放送を行う防災情報共有システムの運用が、一

部の先進的な府県において始まっている。これらの情

報システムでは、すべての放送局がどの市町村からも

同様にデータを収集できるように、TVCML （TeleVision 

Common Markup Language）と呼ばれる共通仕様が

採用されている場合が多い。こうした情報共有システ

ムを利用して流通が図られている主な防災情報は、避

難勧告など、地理的な情報であるが、現行のTVCML 

Version2.0には、地理情報をGISデータとして、地図上

に表示する仕組みがない。 

２０１０.３月号 
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そこで本研究開発では、TVCML Version2.0の一部仕様

を拡張し、避難勧告などの防災情報を地図上に表示する

ための条件等を、プロトタイプシステムを試作し明らか

にすることを目的とする。 

 

2．研究手順と成果 

Web画面より、避難勧告等の対象地域の情報入力をうけ、

TVCML2.0に準拠しつつ、一部仕様を拡張したXMLファ

イルを出力するプログラムを開発した。さらに、出力さ

れたXMLファイルを解析し、国土地理院の電子国土Web

システム上に避難勧告等の対象地域を、地図表示するシ

ステムとした。なお、避難勧告の対象空間単位を、町丁

目と仮定し、総務省統計局のGISデータ等を利用した。

同データには、全国の町丁目に対して一意の地区コード

が与えられていることから、TVCMLの「避難勧告・指

示情報」のデータ項目に、当該コードを、今回、新たに

追加した。 

避難勧告等の領域の地図表示システムとして、兵庫県

神戸市兵庫区のデータを用いて、下記の仕様を満たすプ

ロトタイプシステムを試作した。 

①Web画面より、避難情報（情報種別、発令日時、対象

地域等）を入力し、対応するTVCMLファイル等を生

成する。 

②地図データ生成システムは、定期的に、生成された

TLML文書を取得する。 

③地図データ生成システムが、TLML文書に記載されて

いるTVCML文書を取得する。 

④TVCML文書に記載されている地区コードにもとづき、

最新の避難勧告・指示の発令されている地区コードを

演算する。 

⑤最新の避難勧告・指示の発令されている地区コードに該

当する地図データを、行政界GISデータDBより取得する。 

⑥電子国土Web配信システムは、最新の避難勧告等の対

象となっている全ての行政界のGISデータを含む背景

地図情報を、国土地理院の電子国土Webサーバーで取

得する。 

⑦電子国土Web配信システムは、⑥で取得した避難勧告

等の対象町丁目のポリゴンデータと、該当する背景地

図を配信する。また当該町丁目の世帯数および人口を

一覧表示する。 

 

3. 研究成果の活用可能性 

近年に実用の広がっている、行政機関と報道機関で防

災情報を共有するための共通仕様（TVCML）の一部を

拡張することにより、避難勧告等の対象領域を、容易に

電子国土Webシステム上に表示できることを示した。 

本成果は、地域安全学会・2009年秋季研究発表会で発

表するほか、より大規模な実証実験の実施にむけて準備

中である。 

 

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20年度に

は11件の研究助成を実施し、平成21年11月に「第7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） 
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特集：インフラのヘルスモニタリング 

60年代以降の高度成長期に建設された膨大なインフラ

ストックが次々と更新期を迎え、維持・管理・改修事業

が公共事業の中心になりつつありますが、これらを担う

熟練技術者は、団塊世代が定年を迎えるなど急速に減少

しつつあります。 

このように、少ない技術者や非熟練技術者で、増加し

高度化する管理・監視業務を適切に実施するためには、

センサ技術、テレメトリ技術、モバイル技術、

CALS/EC関連技術などを活用した、モニタリングの自

動化、省力化が不可欠であり、モニタリングで得られた

データを的確に整理・診断し適切な予防・保全処置を講

じていく必要があります。また、これら一連の対応は防

災上のモニタリング管理と共通するところが多くあります。 

本特集では、社会インフラの維持・管理・改修に防災

上の管理を含め、国土交通省、各組織における現在の

取組みと効率化の課題並びに民間が提供する最新技術

の動向について紹介します。 

 

主な内容 

①巻頭言：（独）土木研究所　大石隆太郎　理事 

②特別講座：東京大学　藤野陽三　教授 

③国土交通省の取組み 

④構造物毎の取組み紹介 

⑤最新技術の紹介 

⑥CALSにおけるデータ活用の取組み 

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、 

総務部（Tel.03-3584-2981）までお願いいたします。 

（経営企画部　参事　矢田敬） 

JACIC情報97号のご案内 

コリンズ・テクリスの登録件数の状況 

テクリス登録件数前年同月比較（契約額500万円以上） コリンズ登録件数前年同月比較（契約額500万円以上） 

国の機関 地方公共団体 国の機関 地方公共団体 
前
年
同
月
比
 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8

前
年
同
月
比
 

（平成21年11月～平成22年1月） 

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成21年11月～平成22年1月）は次のとおりです。 

●コリンズ ●テクリス 

11月 12月 １月 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6
11月 12月 １月 

コリンズの登録件数（契約額500万円以上） テクリスの登録件数（契約額500万円以上） 

11月 

地方公共団体 

2,193 

（1.08） 

23,250 

（1.10） 

12月 

1,971 

（0.98） 

26,114 

（1.09） 

１月 

1,377 

（0.87） 

19,251 

（1.08） 

国の機関 

11月 

地方公共団体 

1,465 

（1.18） 

2,806 

（1.22） 

12月 

1,286 

（0.89） 

2,697 

（1.06） 

１月 

830 

（0.67） 

2,093 

（1.06） 

国の機関 

（　）：前年同月比 （　）：前年同月比 

（経営企画部　参事　矢田敬） 
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JACIC中部地方センターは、コリンズやテクリスのお

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21年度の主な活動についてご紹介します。 

 

■建設技術フェア2009 in 中部 

平成21年10月28日・29日の二日間、中部技術事務所に

於いて建設技術フェアが開催され、約6,600人の来場者

がありました。 

技術展示の他に技術研究発表が行われ、延べ1,100人

が聴講し、会場の様子をWeb上で公開生中継する等の新

しい取り組みも実施されました。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建設ICT導入研究会 

中部地方整備局では、建設ICT導入研究会が発足し、

二年目となりました。 

平成21年12月18日現在で293者が会員となっています。 

平成21年１月29日に静岡県三島市内の道路工事現場よ

り始まった「建設ICT現場見学会」も、平成21年度内に

延べ８カ所となる見込みです。 

建設技術フェア2009in中部の「建設ICT展」では、建

設ICT体験コーナーの体験者は約300人、建設ICT講演

会及び建設ICT導入研究会による技術発表には延べ約

700人の来場者がありました。 

建設ICT導入研究会のHPでは、これらの見学会やイ

ベントの報告等が紹介されています。 

以下は「建設ICT導入研究会」のURLです。 

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

 

■RCCM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）試験に先立ち、設計業務等の最近の課題や施

策を解説するとともに、RCCM資格試験受験者のための

準備講習会を開催しております。 

中部地区では、平成21年７月21日に愛知県産業貿易館

に於いて開催し、264名の方が受講されています。 

 

■中部ブロックコアシステムユーザ会議 

平成21年７月29日に、第一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

が出席し、コアシステムの運用上の課題や改善要望など

について、意見交換が行なわれました。 

OS・アプリケーションソフト・通信環境等、パソコ

ンやその周辺環境の多種多様化な問題が増加してきてい

るという意見も多く聞かれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中部地方センター　センター長　松本良一） 
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屋内会場のJACIC展示ブース 
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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 

電子入札案件登録・開札状況 

回　　　答 
年度が変わった際に改めて利用者登録をする必要はありません。なお、

利用者登録はICカードに対して1度しか行えません。 
 
新ICカードを取得し、「ICカード更新」を行う事で新ICカードで案件へ継

続参加ができます。 
ICカード更新可能条件として、現在使用しているICカードの「企業名称」、

「企業住所」、「ICカード取得者氏名」項目が更新するICカードと一致して
いる必要があります。詳細については、【工事・業務】に関するマニュアル
の「利用者登録操作マニュアル」をご覧ください。e-BISCセンターホーム
ページ「必ずお読みください」の上にあるメニューから「ご利用ガイド」に
入り「マニュアル（ダウンロード）」に掲載しております。 
なお、新ICカードを取得しておらず、案件参加中にICカードが失効や有効

期限切れ等の理由で使用不可能になる場合は、案件の発注者へご相談ください。 

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。 
参加中の案件で使用中の

ICカードが失効や有効期限
切れの為に使用できなくな
る場合の案件への継続参加
方法を教えてください。 

項　目 
 
 
 
 
 

工事・業務 
 

（e-BISCセンター　主事　川口玲） 

登録部門：電子入札施設管理センター 
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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 

（　）：前年同月比 

3,221 
（1.42） 
4,084 
（1.07） 

2,636 
（0.90） 
2,526 
（0.89） 

2,436 
（0.71） 
2,690 
（0.87） 

４月 
3,591 
（0.97） 
2,160 
（0.95） 

５月 
4,802 
（1.19） 
3,409 
（1.18） 

６月 
6,700 
（1.50） 
4,220 
（1.20） 

７月 
5,253 
（1.33） 
3,951 
（1.31） 

８月 
3,521 
（0.93） 
6,678 
（1.70） 

９月 
2,984 
（0.75） 
3,148 
（0.87） 

10月 11月 12月 
6,137 
（0.83） 
 788 
（0.32） 

１月 

案件登録件数 

開札件数 

ISO9001

２０１０.３月号 
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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。 

前
年
同
月
比
 


