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社会基盤情報標準化委員会（第22回）開催報告
～ 新体制にて2010年度活動計画を承認 ～

ニュースと解説
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2月号/No.261

平成２３年２月１日発行（毎月1回1日発行）

社会基盤情報標準化委員会（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12月16日（木）グランドアーク半蔵門におい

て第22回委員会を開催し、2010年度活動計画を審議しま

した。今回は「社会基盤情報標準化推進計画2010-2012」

によって変わった新体制での始めての開催でもありました。

 

柴崎委員長の挨拶

１．2010年度活動計画

平成22年6月の委員会で策定された推進計画の初年度の

活動として、各小委員会の2010年度活動計画について報告・

了承されました。委員会体制は下図に示すとおりです。

委員会の体制

(1) 電子成果利活用小委員会のミッションと2010年度

計画

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。

2010年度は前年度からのテーマ「情報共有システム間の

連携仕様に関する標準化」に加え、各自治体の電子納品

要領や維持管理データについて調査し、その傾向を抽出

します。

(2) CAD/データ連携小委員会のミッションと2010年

度計画

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。2010年度に関しては前年度か

らの宿題としての「数値地形図データSXF仕様（案）」の

策定、「SXF属性セットのレビュー」、「JACIC/LCDMレ

ジストリーの高度化」等のテーマに加え、新たに「CAD

製図基準簡素化に向けた調査」「共通コードの検討」など

のテーマについてWG活動を行います。

２．委員会の運営方針

推進計画では標準化活動の方針として、以下の項目を

掲げています。

・一貫性のあるEnd to Endな検討を行う。

・柔軟な適用を可能とする標準を開発する。

・地方自治体や民間のニーズを積極的に取り入れる。

・円滑な移行、効果のすばやい見える化、普及状況のモ

ニタリング、フィードバックを行う。

これらの方針を実現するため、委員会への自治体の参

加の拡大、民間団体の幹事会への参画、ニーズや普及状

況の定期的な調査、他団体の会議等の場を活用した広報

普及活動などを、幹事会を中心に戦略的に実施するとい

う運営方針が承認されました。

委員会の詳細や記者発表資料に関しては、下記のホー

ムページを参照して下さい。

URL：http://www.jacic.or.jp/hyojun/

（標準部　主任研究員　河内康）

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 小委員長：皆川勝 東京都市大学 教授

小委員長：田中成典 関西大学 教授

電子成果利活用小委員会

幹事会

事務局 ＣAＤ/データ連携小委員会
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平成22年度第5回JACICセミナー
「公共工事における情報共有システムシンポジウム」開催報告

平成22年度第5回JACICセミナー「公共工事における

情報共有システムシンポジウム ～利用者が語る業務革

新～」を平成22年12月7日（火）午後、ホテルポールスタ

ー札幌において開催しました。

 公共事業を担う各機関においては、品質向上やコス

ト縮減などの大きな課題を抱えており、工事現場におけ

る関係者間のコミュニケーションの充実による業務効率

化や事業の透明性が求められています。

このため、ASP・SaaSを中心とした公共工事の情報共

有サービスの活用が大きな効果をもたらすとして、全国

各地の国や地方公共団体などの発注工事において、多く

の取組が展開されています。

このような状況の中、関係者が広域に散在し、積雪等

の条件から施工に適した期間が限られ、サービスを活用

する効果が大きく、実際の事例も豊富な北海道において

開催する運びとなりました。開催当日は雪混じりの悪天

候の中、多数のご参加をいただき、本テーマに対する関

心の高さが窺えました。

以下は本セミナーの報告です。

　

○演題と講演者

　

１．基調講演

皆川教授からは、社会基盤情報標準化委員会での活動

を通じ、公共工事における情報共有の現状や変遷、今後

の課題などについて、基本的なところから、解説をして

いただきました。

２．情報共有システム活用事例報告

宮城氏からは、沖縄県における取組の経緯、支援体制、

効果、課題などついて御紹介いただきました。

皆川教授の基調講演

小園江氏からは、地域社会とのコミュニケーションの

観点から、事例を御紹介いただきました。

中山氏（代理：植田）からは、情報共有システム導入

初期の経緯から、導入を成功に導く提言などを御紹介い

ただきました。

北上氏からは、情報共有システムの適用が不向きと言

われていた維持除雪工事での事例を御紹介いただきまし

た。

３．パネルディスカッション

４氏の事例報告をもとに、これまでの運用の中で解決

してきた問題点、今後の果たすべき役割、提言などにつ

いて議論が交わされました。

パネルディスカッションの様子

基調講演、事例報告については以下のJACICホームペ

ージでウエブセミナーとして公開しています。是非ご覧

ください。

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

（CALS/EC部　主任研究員　佐藤隆雄）

CALS/ECコーナー

１． 基調講演

～公共工事における情報共有の現状と課題～

東京都市大学教授　皆川   勝

２．情報共有システム活用事例報告

　沖縄県土木建築部  宮城　 親山

独立行政法人都市再生機構  小園江 雅彦

北海道開発局浦河道路事務所  中山　 光広

（代理 JACIC CALS/EC部  植田　 彰）

　株式会社手塚組  北上　 鉄人

３．パネルディスカッション

～公共工事における情報共有システムの有効活用～
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「第2回コリンズ・テクリス利用者会議」
「第2回電子入札コアシステム利用者会議」

「第2回コリンズ・テクリス特別委員会」 開催報告

１．第2回コリンズ・テクリス利用者会議，第2回電子入

　　札コアシステム利用者会議

平成22年12月17日（金）14:00～16:30「ホテルルポール

麹町2階ルビー」において座長を山本幸司教授（名古屋工

業大学大学院）にお願いし標記の会議を開催致しました。

参加機関、議事内容について報告いたします。

○今までの経過

両利用者会議は、平成22年5月に実施された行政刷新会

議「事業仕分け」で評価を受け当財団の実施するコリンズ・

テクリス事業、電子入札コアシステム事業について、「利

用者の皆様のご意見・ご要望を拝聴し、事業の改善方針

に反映する。」ことを目的に平成22年10月4日に第1回を

開催し皆様のご意見・ご要望を拝聴いたしました。

上記目的による利用者アンケートは、平成22年9月29日

～10月15日の期間で実施しました。対象者は、利用者で

ある発注者（公共機関）、受注者（企業）、関係団体等の皆

様とし、質問事項は①機能・操作性②性能（処理速度等）

③利用料金（水準・体系等）④運営（サービスセンターの

問合せ対応等）⑤自由意見・要望についてJACICのホー

ムページを活用しWebによる回答を頂きました。

・電子入札コアシステム　全回答数　  660

・コリンズ・テクリス　　全回答数　1,104

なお、コリンズ・テクリスの利用料金につきましては、

第１回コリンズ・テクリス特別委員会における審議を踏

まえコリンズ・テクリス利用料金の見直し（案）を作成し

今回の会議に提案致しました。

（1）コリンズ・テクリス利用者会議

○議事内容

利用者会議ではJACICより第1回利用者会議及び利用者

アンケートの結果における利用者の皆様のご意見・ご要望、

コリンズ・テクリス事業改善方針（案）、コリンズ・テク

リス利用料金の見直し（案）の説明を行いました。説明後、

参加された利用者の皆様から事業改善方針（案）に対す

る意見、利用料金に係るご意見を拝聴いたしました。

（2）電子入札コアシステム利用者会議

○議事内容

利用者会議ではJACICより第1回利用者会議及び利用者

アンケートの結果における利用者の皆様のご意見・ご要望、

電子入札コアシステム事業改善方針（案）の説明を行いま

した。説明後、参加された利用者の皆様から事業改善方

針（案）に対する意見を拝聴いたしました。

○各利用者会議の参加機関等

２．第2回コリンズ・テクリス特別委員会

平成22年12月20日（月）15:30～17:00「都市センターホテ

ル6階603会議室」において下記の委員で開催いたしました。

○特別委員会委員（委員は五十音順）

座長　山本幸司　名古屋工業大学大学院　教授

委員　大久保博　市川市長（代理：土屋光博   副市長）

　　　小林康昭　足利工業大学　教授

　　　柴崎亮介　東京大学　教授

　　　長岡美奈　公認会計士

○議事内容

特別委員会では、JACICより利用者アンケートの結果、

コリンズ・テクリス事業改善方針（案）、コリンズ・テク

リス利用料金の見直し（案）、利用者会議での参加者のご

意見を紹介の後、料金の見直し等について活発なご議論

を頂きました。
――――――――――――――――――――――――
議事概要はhttp://www.jacic.or.jp/に掲載しています。

（経営企画部　上席参事　落合清二）

JACIC便り

参加機関等の区分
電子入札コア
システム 

コリンズ・テ
クリス 

学識者 ３名 ３名 
国の機関 ６機関 ９機関 
都道府県 ８機関 ８機関 
政令指定都市 ６機関 ７機関 
市町村 ５機関 ６機関 
独立行政法人 ６機関 ８機関 
株式会社・事業団 ５機関 ７機関 
業界団体 ５機関 ５機関 

機関計 ４１機関 ５０機関 

海外進出お役立ちリンク集
JACICホームページ（http://www.jacic.or.jp/）に海外進出を検討される建設関連の企業の方々の参考になる

サイトを集めました。御活用ください。
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LCI分析へのGISデータの利用による建設分野における

最適地域環境戦略の探索

東京理科大学　理工学部　准教授　兼松　学

１．研究の目的

建設産業は地域性が強い一方で物質投入量および廃棄

量が多く、環境に対するインパクトは極めて大きい業種

であり、また、異業種との廃棄物・副産物の授受は多種

多様にわたることから、廃棄物の発生や処理の地域性を

無視することができないことが指摘されている。実際コ

ンクリート産業では、リサイクルを推進した結果、環境

効率を度外視した遠方からの廃棄物輸送が行われるなど、

地域性と施策、LCI評価の間の不整合は看過できない。

そこで、本研究では、GISデータの利用による建設系

廃棄物の最小化を最終目標とし、建設廃棄物・副産物の

再生・処分に関わる運搬・製造に伴う環境負荷を最小化し、

かつ再生品の品質を限りなく高めるようなマテリアルフロー

を得るための情報活用システムを構築することを目的と

する。

本目的の達成は、地域での静脈産業の環境負荷を最適

化する戦略の策定に役立つだけでなく、規模情報・処理

システムなど個別工場データなどを実装したGISデータ

の構築は、建設産業における廃棄物情報交換システムの

プラットフォームとなりうるものと考える。

2.　調査の概要

本研究においては、解析に使用する基礎データである

コンクリート関連産業の環境負荷原単位の算定を目的と

して、一連の調査研究を実施するとともに、マトリクス

法によるマテリアルフロー分析手法を開発し、建築分野

におけるマテリアルフローを予測した上で想定される将

来シナリオについて評価を行った。

まず、首都圏と北海道の2地域においてコンクリート関

連産業を対象として実態調査を行い、環境負荷原単位算

定のための基礎データを整備した。また、環境負荷排出

における地域性の検討を行い、地域別・工場種別に環境

負荷原単位を算定した。また、以降の解析で用いるべく、

個別工場の立地、生産能力、生産実績、生産品目、環境

負荷原単位、取引工場などについてGISで利用可能な形

でデータベースを構築することを目的とする。

また、廃棄物関連のマテリアルフロー分析での利用を

目的として、地域性を加味した建設廃棄物発生量予測手

法の開発を目指し、東京都23区における区毎のコンクリー

ト塊発生量の推定手法の開発・高度化を行った。

続いて、建築物の解体により発生する廃棄物の処理に

関して、最終処分される廃棄物量、およびCO2排出量の

削減を目的として、これまでに著者らが開発してきたマ

ルチエージェントシステム(ecoMA)を用いて、中継ヤー

ド設置シナリオの検討を行った。 

さらに、本研究の目標であるマトリクス法についてプ

ログラムを作製し、コンクリート関連産業での廃棄物物

流の分析を例として、CO2削減効果が高いと考えられる

シナリオを設定し、関東圏におけるマテリアルフローシミュ

レーションを実施し分析を行った。

3．結果

（1）東京圏におけるコンクリート産業を主とした関連産

業の二酸化炭素排出原単位を調査し明らかにするとともに、

関連情報をGIS上でデータベース化した。これら二酸化

炭素排出原単位は今や環境政策には必要不可欠な情報で

あるが、その地域性や規模性に関する正確な情報はなかっ

たことから、以降当該分野における基礎データとして参

照されることが期待される。

（2）地域性を考慮する上で必要な、廃棄物量の地域性に

ついて関連統計の調査を進めるとともに、建築物の除却

量予測手段の検討を行い将来の排出量予測手法の検討を行っ

た。

これら地域性に関しては未だ明らかになっていない点が

多く、以降の環境負荷分析には必要不可欠な情報として

科学的意義は大きいと考える。

（3）研究の目標であるマトリクス法について提案を行い、

コンクリート関連産業での廃棄物物流の分析を例として

試行的検討を行った。これらを検証した結果、物流の収

支整合性を失うことなく、地域性を考慮したマテリアル

フロー分析が可能であることが示された。

（4）開発したマトリクス法を用いて、都内における建設

系廃棄物の排出シナリオ分析を行った。その結果、以下

が明かとなった。

（4-1）基準シナリオでは、2030年にCO2発生量がピーク

を迎え、2010年比で3倍以上になることが示唆されたのに

対して、長寿命化シナリオでは、基準シナリオに比べ

2020年までは1/10のCO2排出量に抑えられることがわかっ

た。しかし、寿命が延びた分、その後も単調に負荷が増

え続ける。

（4-2）高炉スラグの積極使用シナリオでは、基準シナリ

オに比べてCO2排出量が2/3となる結果となった。

（4-3）再生骨材の利用シナリオでは、輸送に伴う負荷は

基準シナリオに比べて削減するものの、総計負荷は製造

に伴う負荷の割合が大きいため、基準シナリオとほぼ同

じ排出量となった。骨材の再利用は、天然骨材の保全に

繋がる一方で、製造・処分に伴う負荷が増加するため、

CO2排出量削減効果は見られなかった。

（4-4）高炉の積極利用に加え長寿命化を指向したシナリ

オでは、CO2排出量の削減効果が大きい結果となった。

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
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四国地方センター活動報告
地方便り

四国地方センターは四国４県を担当地域として、コリ

ンズ・テクリス関連の問い合わせ対応業務や電子入札・

電子納品に代表されるCALS/ECの普及支援、Photog-

CAD等システムの普及広報活動を行っています。平成22

年度の主な活動内容を紹介します。

■コリンズ・テクリス

□新検索システム(Web版)の本格運用予定

平成22年途中からコリンズ・テクリスの新しい検索シ

ステム(Web版)の試行運用が現行のシステムと並行利用

の形で行われており、来年4月からは新しい検索システム

(Web版)の本格運用を予定しています。

新しい検索システム(Web版)は、機能が拡張され、よ

り検索がし易くなっています。

□検索システム利用普及状況

コリンズ利用率は、平成23年1月1日現在で四国の95市

町村の内64市町村で利用されており、約67％になってい

ます。一方テクリスの利用は34市町村で約36％の利用率

です。更なる普及活動を進めてまいります。

■電子入札コアシステム

□四国地方ブロックコアユーザ会議

四国内で電子入札コアシステムを導入済、または採用

を検討している公共発注機関（全17機関）の情報交換の

場として、12機関20名の方の出席のもと平成22年7月22日、

高松に於いて「四国地方ブロックコアユーザ会議」を開

催し熱心にご議論していただきました。

四国地方ブロックコアユーザ会議の模様

□電子入札システム操作体験出前講座

本年度は、4月以降、9回の電子入札操作体験出前講座

を実施し、建設業の実務担当者等延べ230名の方が受講さ

れました。今後も関係機関と連携し電子入札システムの

普及促進を進めてまいります。

■RCCM資格試験準備講習会の開催

JACICでは、シビルコンサルティングマネージャ

（RCCM）の資格試験に先立ち、受験準備講習会を毎年

開催しています。四国地区では平成22年8月4日に高松

市の香川県土木建設会館に於いて開催し、100名の方に受

講いただきました。

RCCM資格試験準備講習会の模様

■広報活動

□くらしと技術の建設フェアin四国2010への出展

平成22年7月に開催された【くらしと技術の建設フェア

in四国2010】に出展し、JACICが推進する事業、

CALS/ECの理解度チェックソフト、建設副産物・建設

発生土交換システム、災害復旧効率化支援システム（Photog-

CAD）などを紹介しました。

建設フェアin四国2010の出展の様子

□災害復旧効率化支援システムの出前説明

建設フェアで出展後、自治体や四国の測量設計業協会・

民間の建設コンサルタントを対象にPhotog-CADシステ

ムの出前説明を実施しています。災害復旧査定設計書が

迅速かつ効率的に行われ、速やかな復旧が図れることを願っ

て普及広報活動を行っています。

　

災害復旧効率化支援システムの出前説明の様子

　　（四国地方センター　センター長　松尾裕治）
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e-BISCコーナー

項　目 質　問 回　　　答

システム

共通

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

申請書等や入札書/見積書の提
出時において、添付ファイルを表
示しようとしてもシステムが反応し
ないのはなぜですか。

LDAP通信確認のアドレスへ接
続したところ「指定されたディレク
トリ サービスに接続できませんで
した。サービスが使用できないか、
サーバ名が正しくない可能性が
あります。」と表示されます。

Windows XP SP3やWindows Vista SP1において、電子入札システムの一部機能が制限
されているために発生する現象です。添付したファイルの内容は、別途エクスプローラー等を
利用して添付時の参照先（ファイルパス）を直接指定してご確認ください。
この現象は、申請書等や入札書/見積書の提出操作に影響を与えるものではありませんので
ご安心ください。

ご利用のネットワーク環境においてLDAP通信が制限されているか、名前解決が正しく行われ
ていない場合にブラウザにより表示されるメッセージです。社内や部署内に設置されたファイア
ウォールやルータ等のネットワーク機器でLDAP通信の通信許可が行われているか、またDNS
サーバで名前解決が正しく行われているかなどをご確認ください。

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

〒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/

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成22年10月～12月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成22年10月～12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） 

 10月 11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) 

10月 11月 12月 10月 11月 12月

前
年
同
月
比

前
年
同
月
比

2,283
 (0.62)

1,828
 (0.83)

28,319
(0.87)

24,098
(1.03)

 10月 11月

1,322
(0.51)

1,062
(0.72)

3,285
(0.90)

2,825
(1.00)

12月

1,689
 (0.85)

25,520
(0.97)

12月

971
(0.75)

2,507
(0.92)
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