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社会基盤情報標準化委員会（新委員長：柴崎亮介東京
大学空間情報科学研究センター教授、事務局： JACIC標
準部）は、平成22年6月９日（火）ＫＫＲホテル東京にお
いて第21回委員会を開催し、次期計画としての「社会基
盤情報標準化推進計画2010-2012」（以下「本計画」とい
う）を審議・策定しました。また、今年度から委員会の
体制も変わりました。

１．本計画策定の趣旨
平成19年７月から実施してきた「第三次社会基盤情報

標準化推進三箇年計画」が終了することから、その後継
として、2010年度～2012年度に本委員会が行う標準化活
動の方針と内容を示したものです。

２．本計画の標準化目標
本計画における2010～2012年度の三ヶ年の標準化目標は、

以下の取組みを実施することとしました。

３．委員長の交代
　10年以上にわたり委員長を務められた中村英夫東京都
市大学学長が辞意を表されたことから、次期委員長として、
東京大学空間情報科学研究センターの柴崎亮介教授（前
情報連携基盤小委員会委員長）が新しく就任されること
となりました。　

４．本計画の推進体制
本計画を推進するため、委員会の下にテーマ毎に２つ
の小委員会を設け、また各小委員会の下に必要に応じてワー
キンググループやサブワーキンググループを設けて個々
の標準化課題に対応します。設置する小委員会名と小委
員長は次図のとおりです。

　なお、各小委員会の委員については、関係する公共工
事発注機関、標準化機関及び関連団体等に公募中です。
詳細は下記のホームページに記載されています。

URL：http://www.jacic.or.jp/hyojun/

５． 各小委員会の主な標準化課題
(ア) 電子成果利活用小委員会

（小委員長：皆川勝 東京都市大学工学部　教授）
国以外に地方自治体など多様なニーズに対応できる柔

軟な要領案を検討し、社会基盤情報の電子化を促進します。
また、それぞれ維持管理と施工に焦点を当てた電子デー
タの交換・管理・利用のあり方に関する検討を行います。
(イ) ＣＡＤ/データ連携小委員会
（小委員長：田中成典 関西大学総合情報学部　教授）
データの交換や長期にわたる横断的なデータ利用を促

進する観点から、CADデータの利活用を踏まえたCAD製
図基準の改訂検討、データ連携のための共通コードに関
する検討、データのXML標準化と登録・流通・利用機構
に関する検討を行います。
なお、本計画の全文は同ホームページに掲載しています。
委員会の詳細や記者発表資料に関しても、同ホームペー
ジで参照出来ます。

　 　　　　　　（標準部　主任研究員　河内康）

「社会基盤情報標準化推進計画2010-2012」の策定
第21回標準化委員会開催報告

ニュースと解説

－1－

8月号/No.255

平成２２年８月１日発行（毎月1回1日発行）平成12年2月16日第三種郵便物認可

委員会の模様

【三ヶ年の標準化目標】

１． 利活用の方法を考慮した柔軟な標準仕様を提

案する。 

２． 事業に派生して発生する情報 (ノウハウ、点検
履歴など)を蓄積し、活用可能とする仕組みを
構築する。 

３． アプリケーションへの依存が小さい交換標準

を整備する。 

４． 分散管理されたデータを様々な主体で検索・

入手・活用できるようにする。 

社会基盤情報標準化委員会 

委員長：柴崎亮介 東京大学 教授 

電子成果利活用小委員会 

小委員長：皆川勝 東京都市大学 教授 

ＣAＤ/データ連携小委員会

小委員長：田中成典 関西大学 教授 

幹事会 

事務局 



社会基盤情報標準化セミナーは、社会基盤情報標準化

委員会活動の紹介、標準成果の普及および関係者のご理

解を得る活動として、平成12年から毎年開催しています

が、今年度は下記のように愛知県名古屋市と、広島県広

島市で開催します。

セミナー内容は、国土交通省が2012年度までに、道路

や河川土木工事などで標準的な工法として定着させるこ

とを目標にしている情報化施工と、標準化委員会次期推

進計画を主題に、名古屋会場ではCADデータ交換標準

のSXFの現状と今後と千葉県市川市のGIS利用事例を、

広島会場では情報共有システムに関するものと高知県

での公共施設管理の事例を予定しています。

社会基盤情報標準化委員会も10年目を迎え、新しい

推進計画で再スタートします。社会基盤情報の標準化、

CALS/EC等に関心のある皆様のご参加をお待ちして

います。

記

２０１０.８月号
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社会基盤情報標準化セミナー2010　開催のご案内

鋼桁を供用中の道路交差点上に架設する際に、GPSの三次元計測を実施

し、移動中の桁の三次元位置・姿勢を画面表示することにより、構造物

との離隔、架設桁の安全性を確認した。

施工機械に入力した三次元設計データをもとに、人工衛星（GPS、GLONASS）

を利用した測位情報とゾーンレーザ技術を組み合わせて、グレーダやフ

ィニッシャ等の施工機械の敷均し高さを自動制御し高精度な舗装の仕上

がりを可能にした。

GPS三次元計測を用いた

地組桁の輸送・架設

（神野勝樹）

第１回

（H18年度）

第２回

（H19年度）

第３回

（H20年度）

GPSを利用した「NSPシス

テム」による情報化施工

（中澤穣、赤田淳）

破断検知線（疲労きれつを早期に、確実に、安価に発見できるセンサー）

と無線ICタグを使い、一定間隔毎に断線情報（きれつ情報）を無線配信し、

鋼道路橋の支点部付近の主桁に発見されたきれつの進展を、遠方から常

時監視した。

鋼道路橋の支点部補強工

事における施工管理（疲労き

れつ監視システムと反力調整）

（石原拓土、峯田敏宏）

回数（年度） 題目（著者） 注　　目　　点

名古屋会場 広島会場
日 時 平成 22 年 9 月 7 日（火）13：00～17：00 平成 22 年 9 月 14 日（火）13：00～17：00 

場 所
愛知県産業労働センター WINC AICHI 
〒450-0002 
名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38 

広島 YMCAホール 
〒730-8523 
広島市中区八丁堀 7-11 

参 加 費 無料【定員：150 名】 無料【定員：100 名】 
対 象 者 建設行政担当者、建設業界関係者 等 

申 込
FAX（03-3505-1610）または JACIC のホームページ上で
http://www.jacic.or.jp/hyojun/event.html 
※本セミナーは「測量CPD」、「土木学会CPD」プログラムとして認定を受けています 

○プログラム（予定）  

時 間  名古屋会場 広島会場 

1 3 : 0 0 ～1 3 : 0 5 開会挨拶 開会挨拶 

1 3 : 0 5 ～1 3 : 5 5 

3 次元情報の活用と情報化施工 

大阪大学 大学院工学研究科 

教授 矢吹 信喜  

3 次元情報の活用と情報化施工 

大阪大学 大学院工学研究科 

教授 矢吹 信喜  

1 3 : 5 5 ～1 4 : 4 5 
社会基盤情報標準化推進計画 2010-2012 

標準部長 秋山　実  

社会基盤情報標準化推進計画 2010-2012

標準部長 秋山　実 

1 4 : 4 5 ～1 5 : 0 0 休  憩  

1 5 : 0 0 ～1 5 : 5 0 
SXFの現状と今後 

標準部 川上 雅一  

情報共有システムに関する新たな取組み

CALS/EC部 室長 植田 彰  

1 5 : 5 0 ～1 6 : 4 0 
市川市の GIS 行政利用について 

市川市企画部 大場 享  

道路資産ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの運用 

高知県土木部道路課 チーフ 岡崎　邦彦

16 : 4 0 ～1 6 : 4 5 質 疑 応 答  

1 6 : 4 5 ～1 6 : 5 0 閉会挨拶 閉会挨拶 

（標準部 主任研究員  勝部義生）  

 

JACIC便り
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2009年度のJACIC NET利用状況
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図―１　会員別アクセス数

図―２　メニュー別アクセス数

図―３　月別アクセス数

１． はじめに
ＪＡＣＩＣ ＮＥＴは、会員制のネットワークを通じて建設

事業に関する情報を提供しています。会員の構成は官庁、

民間にわたっており、建設事業に関する情報の共有化に

貢献してきました。日々発表されます情報をリアルタイ

ムに提供し、利用者の手元まで迅速に届け、情報を有効

に活用していただいています。

２． 会員数とアクセス数
　2010年 3月末の会員数は1,338で、全アクセス数は319

万件でした。　

会員区分別アクセス数は、図―１のとおりです。一般建

設業が全アクセス数の83％に相当する266万件と圧倒的

に多い状況が続いています。以下コンサルタント28万件、

自治体・独法が8万件となっています。

３． メニュー別アクセス数
　ＪＡＣＩＣ　ＮＥＴのメニューは、ニュース、発注情報、指

名停止情報、人事情報、データベース、予算、コリンズ・

テクリス検索の７種類に大きく分類されます。

　各メニューの詳細は、JACIC　NET→「サイトマップ」

→「メニュー内容説明」または、以下のURLを参照願い

ます。

http://www.jacicnet.jacic.or.jp/v04/f_sitemapsetumei.html

2009 年度のＪＡＣＩＣ　ＮＥＴ会員の利用総アクセス数は

3,187,536件でした。メニュー別のアクセス数を整理する

と、図―２のようになります。コリンズ・テクリス検索が

全体の79％を占めています。　

４． 月別アクセス数
　月別アクセス数を示すと図―３のようになります。

　2008 年度（2,875,791 件）に比べてアクセス数は増加

しました。2月及び 3月時のアクセス数の減少は、コリ

ンズ・テクリス検索（自社検索）が 12月末をもって終

了したことによるものです。

　

５． おわりに
　会員の皆様へ価値ある情報を提供すべく、現在コンテ

ンツ等の見直しやモリタリングによる調査等を検討して

います。ＪＡＣＩＣ ＮＥＴの利便性の向上を念頭に、これか

らもさらなる改善を図って参りますので、ご意見・ご要

望をお寄せください。

　お問い合わせは、JACIC NETヘルプデスクまで

　TEL：03-3584-3250  E-mail：jacicnet@jacic.or.jp

     　　　　　　　　（総務部　参事　菊池正男）

件
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『土木工事　仮設計画ガイドブック』の改訂版（第二版）を発刊

１． はじめに
本書は，土木工事に携わる技術者のための参考図書と

して，土木工事における仮設工の計画・設計・積算の各
業務を実施する上で必要な基本的事項及び留意点等を分
かり易く解説したものです。
　本書は平成９年９月に初版を，平成１３年１０月に改訂版
（第一版）を発刊し，これまで，国土交通省，地方自治体，
コンサルタント，建設会社等の各機関及び団体の技術者
に広く活用されてきました。
　今回の二回目の改訂では，改訂版（第一版）以降に改
正された関連法令類との整合を図るとともに、実態にあ
っていない記述内容の見直しの他，新たな視点による記
述内容の充実を図ったものです。なお，発刊は平成２２年
１０月頃を計画しています。

２． 本書の特徴
　本書は，仮設工の計画・設計から積算条件の設定に至
るまでの一連の流れが理解できるような章構成としており，
又，記述に際しては写真，図・表の他，一般的な設計条
件に対する設計計算例を掲載するなど，初心者にも理解
し易いように工夫しています。
　なお，対象とした仮設工の種類は，改訂版（第一版）
と同様であり，「土留・仮締切工」，「足場工」，「支保工」， 
「汚濁防止工」，「工事用道路」，「仮橋・作業構台」，「路面

覆工」，「水替工」，「作業土工」等の全１４工種です。
　
３． 主な改訂内容
（１）関連法令類との整合
①労働安全衛生規則の一部改正（Ｈ２１．６）
②土壌汚染対策法の施行（Ｈ２２．４）
③大気汚濁防止法の一部改正（Ｈ１８．２）
④手すり先行足場工の標準採用（国土交通省Ｈ１６）

（２）新たな視点による記述内容の充実
①新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）による仮設工の
　新工法・技術に関する記述追加
②事故事例の記述の追加
③積算に関する記載内容の更新及充実

４． おわりに
　仮設工は，工事目的物の計画・設計をはじめ，施工中
の安全性，経済性，工程の他，品質にも大きな影響を及
ぼすことから，それぞれの現場環境に応じた適切な計画・
設計等の実施が求められます。本書がその一助になれば
幸いです。
　なお，今回の改訂に当たっては，発注者・受注者の関
係各位にご協力を得たことをここに付記します。

　（建設コスト研究部　首席研究員　村椿良範）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成22年4月～6月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成22年 4月～6月）は次のとおりです。

● コリンズ 
コリンズの登録件数（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 

● テクリス 
テクリスの登録件数（契約額500万円以上） 

 4月 5月

（　）：前年同月比

（経営企画部　参事　矢田敬）

（　）：前年同月比

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

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

4月 5月 6月

前
年
同
月
比

国の機関 地方公共団体 地方公共団体

0.6

0.8

1.0

1.2

4月 5月 6月

前
年
同
月
比

国の機関

2,552
(0.84)

645
(0.75)

11,995
(1.15)

6,805
(0.95)

 4月 5月

4,052
(1.09)

949
(0.66)

1,610
(0.97)

1,476
(0.83)

6月

1,029
(0.72)

15,126
(0.96)

6月

994
(0.69)

2,819
(0.86)

〔◆編者：（財）日本建設情報総合センター   ◆発行：（社）全日本建設技術協会〕
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北海道地方センター活動報告

■北海道地方センター開設10周年

去る平成22年4月25日、北海道地方センターは、開設10

周年を迎えることができました。

開設当初はCALS/EC草創期で、企業に出向き30～ 60

人程度の講習会を連日行うことも稀ではありませんでした。

現在CALS/EC関連の講習は、CALS/EC推進室で実

施している「電子入札」「電子納品」の体験講座が主で、

当時ほど受講者は多くありませんが、道内遠方より来所

される方々もいらっしゃいます。

これからも北海道地方の窓口として運営して参ります

ので宜しく御支援お願い申し上げます。

■北海道地方コアシステム連絡会議　　

北海道地方センターは東北地方センターと合同で、「北

海道・東北地方コアシステム会議」を開催してきました。

この会議の目的は、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、コアシステムの開発や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ことです。

昨年は7月23日仙台市において開催され、岩見沢市と北海

道建設部の担当者が北海道から参加しました。

今年は北海道地方のユーザーがこの会議に参加するた

めに負担する時間や費用を考慮し、また今後のコアシス

テム採用を検討している団体の方々も参加しやすいように、

北海道地方単独で会議を開催することになりました。（平

成 22年 7月 26日北海道地方センター内CALS/EC推進

室にて開催）

■RCCM資格試験受験準備講習会（開催予定）

今年度のシビルコンサルティングマネージャ(RCCM)の

資格試験が平成22年11月14日（日）に実施されます。これ

に先立ち、北海道地方では、受験準備講習会を8月5日（木）

北海道経済センターにて開催予定です。

今年も本講習会の受講をきっかけに、健闘が大いに期

待されます。

■北海道地方CALS/EC推進協議会

去る3月3日（水）午後、札幌第一合同庁舎10階共用第1

会議室に於いて、北海道地方CALS/EC推進協議会が開催

されました。

この協議会は、北海道地方の「CALS/ECアクション

プログラム」についての審議を行うことを主な目的とし

ています。

アクションプログラム最新版は平成19年度に見直され、

その後大きな審議事項はありません。しかし、電子入札

を初めとして、まだまだ全国に遅れをとっている北海道

地方のCALS/ECの普及を図るため、本推進協議会の活

動が継続されています。

平成21年度は「電子納品の道内市町村への導入支援」

を中心に活動を行いました。今年もまた市町村への展開

を継続する予定です。　

■市町村連絡掲示板システムによる広報活動

平成20年12月1日より平成21年11月25日までの1年間、

月1回のペースで財団法人北海道建設技術センターが開発・

運営しています「市町村連絡掲示板システム」を活用し

た情報提供を行ないました。

本年 4月からは、これまで JACICが提供しています

各種の建設情報提供サービスやシステムについて、馴染

みの薄い北海道内の自治体職員の皆様にもより分りやす

い広報を目指して、活動を再開しています。

　（北海道地方センター　センター長　佐藤 薫）

地方便り

コリンズ・テクリスシステム

電子入札コアシステム

建設副産物情報交換システム

地理情報システム

積算システム

コリンズ・テクリスシステム

電子入札コアシステム

建設副産物情報交換システム

地理情報システム(GIS)

積算システム

企業の技術力等を確認するために用いる工事・業務の実績情報を
提供するサービスを行っています。

国土交通省が無償公開した電子入札システムをベースに公共発注
機関に適用可能な「電子入札コアシステム」を開発・提供しています。

建設副産物の適性処理の推進とリサイクルの向上を目的に
WEBオンラインで情報を提供しています。

地図データやGISソフトの利用推進を目指し、インターネット版の
GISデータブック（データ閲覧システム）を構築し提供しています。

国土交通省の新しい工事工種の大系を取り込んだ土木工事積算システムと
積算基準データの提供のほか、積算に関する技術的サポートを行っています。

JACIC(JApan Construction Information Center)は昭和60年に設立された
公益法人です。公共調達の円滑化を支援するため建設分野の情報化に関する
諸活動を全国的に展開しています。

北海道地方CALS／EC推進協議会の開催状況

市町村連絡掲示板システムでの情報提供例
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e-BISCコーナー

項　目 質　問 回　　　答

工事・業務

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

保存データ表示ツー
ルとは何をするため
のツールですか。

保存データ表示ツー
ルの入手方法
（ダウンロード手順）
を教えてください。

「保存データ表示ツール」とは、国土交通省電子入札システムより端末上に保存した申請書、通知書等の
文書データ（XMLファイル）を各文書の様式 に合わせて表示して確認するためのツールです。
電子入札端末にインストールすることでご利用いただけます。

保存データ表示ツールの入手方法は以下の通りです。
1．e-BISCセンターホームページ右側の「保存データ表示ツール」をクリックしてください。
2．「保存データ表示ツール ダウンロード」をクリックし、「ファイルのダウンロード」ダイアログで「保存」ボタンを
クリックしてください。
3．「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。ファイルの保存先を選択し「保存」ボタンをクリックして
ください。
4．保存先に「hozondata.lzh」アイコンが作成されていれば、保存データ表示ツールのダウンロードは完了です。
LHA方式に対応した解凍ソフトで解凍後、設定手順書を参照しインストールしてください。
なお、インストール手順書は上記1.項にて表示したページの下方にあります「設定手順書（PDF）」の
リンクより入手・閲覧が可能です。

　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。

会員情報の変更は下記のURLにアクセスして下さい。
http://www.jacic.or.jp/henkou.htmlお知らせ

印刷・製本　交文社印刷（株）

■編集・発行　
〒107-8416　東京都港区赤坂７丁目10番20号アカサカセブンスアヴェニュービル
TEL. （03）3505-2981〈代表〉　FAX. （03）3505-2966
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html
JACICホームページ http : //www.jacic.or.jp/

JACIC news　平成２２年８月１日発行　第三種郵便物認可

ヘルプデスクへの質問と回答

JACIC刊行物のご案内

価格は税込みによる金額です。★印の刊行物は送料も含んでいます。※印は２度目以降の方に、リピーター料金（￥4,990）の適用があります。
①総務部〔03-3505-2981〕　②建設コスト研究部〔03-3584-2401〕　③システム高度化研究部〔03-3584-2402〕　
④システム高度化研究部GIS室〔03-3584-2403〕　⑤CALS/EC部〔03-3505-0436〕　

2003建設技術ハンドブック

2004最新建設技術ガイドブック

JACIC情報
CD-ROM版JACIC情報
河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説
（平成9年6月）

100mメッシュ延床面積データ

パンフレット指定・任意の正しい運用について
（H15.8.1発刊）★

ボーリング柱状図作成要領（案）解説書改訂版

GISと市町村合併

地方公共団体のためのWeb GIS導入マニュアル

GISデータブック2010

地図を使ったWebサイト作成ガイド

災害復旧効率化支援システムPhotog-CAD★

CALS/EC理解度チェックソフト2010年度版

名　　　称 内　　　　容
内容
問合価格（円）

建設技術研究開発の基本方針、技術開発に関する諸制度、技術管理の
最新情報、入札・契約制度、コスト縮減、積算関係、建設技術開発、
技術管理業務等をわかりやすく紹介。

国土交通省等で行われる河川定期縦横断測量業務の実施方法、成果、
電子情報化等についての標準的な手法を掲載。

平成10年度から14年度までの５年間に「建設技術評価制度」「民間開発
建設技術の技術審査・証明事業」「建設技術審査証明事業」で評価、証
明された最新建設技術を掲載。
JACICの機関誌で、建設関連情報や、多様化する建設の動きを紹介したもの。
JACIC情報創刊号から59号までの記事を集録。

治水経済調査における家屋資産額算出時に必要となる延床面積のデータ。

積算システム基準書の設計変更の正しい運用について趣旨の周知と徹
底について解説。
ボーリング調査後に発注者へ提出する「ボーリング柱状図」の作成様式及びそ
の記入方法を記した「ボーリング柱状図作成要領（案）」の解説書。
複数の市町村間で別々に整備された地図データの共有化について検討し、
さまざまな課題の解決策を提示。GISや地図に関する問題・課題をGIS
という立場から平易に解説。
地方公共団体が運用するWeb GISの先進事例の紹介と、導入前から導
入基本計画、設計、開発、運用及びメンテナンスに至るまでの課題を
整理し対応策を提示。
国内で販売されているGISソフトウエアと地図データベースを紹介。
行政・教育機関、民間企業、NPO法人及び個人の方に至るまで、だれ
もが手軽に様々な情報を地図上に重ね合わせて提供できる、地図を使
ったWebサイトを作成するための方法を実践的かつ分かりやすく解説。
総合単価を使った災害査定申請業務をデジタルカメラを用いた写真測
量技術とCADを融合させた現地調査・測量、設計・積算等、一連の作
業をシステム化したソフトウエア。査定申請以外にも利用可能。
CALS/ECに関する最新情報を取り入れた問題を搭載したテスト形式（五
肢択一）のe-learning教材。学習者の理解度、研修成果の確認が可能。
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