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社会基盤情報標準化委員会（第25回）開催報告
～ 2011年度の活動報告 ～

　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旧
標準部）は、2012年6月12日（火）乃木会館において第
25回委員会を開催し、2011年度活動報告について審議し
ました。今回は「推進計画2010－2012」の2年目として
各小委会の活動経過報告が行われました。

 1.　2011年度の活動報告
（1）電子成果利活用小委員会
　「電子成果の共有、利活用に関する活動」を活動テー
マに、小委員会2回、傘下のWG 3回を開催しました。
1）地方自治体向け電子納品要領の整理･体系化の検討
　WG参加の4自治体に対して電子納品フォーマットに
関するヒアリングを行い、地方自治体向けの簡易版要領
の作成イメージについて議論しました。
2）維持管理における電子データの活用方法の検討
　点検保守業務やアセットマネジメントなど維持管理段
階における利活用を重点においた電子データのあり方や
品質データの重要性について議論しました。

（2）CAD/データ連携小委員会
　「データの交換と連携に関する活動」を活動テーマに、

小委員会2回、傘下のWG 計7回、SWG 計8回を開催し
ました。
1）地方自治体向け簡易版CADデータ製図基準の策定
　地方自治体向けにCAD製図基準を緩和した「SXFデー
タ作成要領」を、第25回社会基盤情報標準化委員会の承
認を受けて2012年6月に策定しました。本要領は地方自
治体において独自基準の策定が進む中、作業負担の軽減
とCADデータ交換標準の維持・普及を図るため、CAD
製図基準に一定のガイドラインを与えたものになります。
○参照先：http://www.jacic.or.jp/hyojun/sxf20120622.html
2）データのXML標準化と登録･流通・利用機構の検討
　データのXML化に向けた取り組みとして、国内外に
存在する様々な建設情報分類体系を整理し、材料分野の
大分類レベルでの対応関係一覧表を作成しました。また、
既存タグ名称の分析を基に、今後、追加すべきXML記
述ルールの整理を行いました。
　また、昨年度成果のフォローとして、12月に「数値地
形図データ-SXFデータ作成仕様（案）」をCAD開発向け
仕様として当HPにて公開しました。
○参照先：http://www.jacic.or.jp/hyojun/dmsxf_spec.html

（3）電子納品普及促進プロジェクト
　幹事会が中心となり、地方自治体への多様なニーズ調
査に取り組みました。活動の一環として標準化セミナー
を2回、地方委員懇談会を2回開催し、標準化活動の説明
や自由な意見交換を交わしました。7月には、韓国で開
催されたISARC 2011（建設自動化と建設ロボットに関
する国際シンポジウム）にて発表を行いました。

2.　2012年度の活動方針
　今年策定した「SXFデータ作成要領」のアウトリーチ
活動やCADデータ利活用のためのガイドブック作成、
地方自治体向けの電子納品要領のモデル検討を予定して
います。計画の最終年度として、各WGの検討結果を踏
まえ、活動成果を取りまとめます。電子納品普及促進プ
ロジェクトは引き続き、地方自治体のニーズ調査を行う
とともに、電子納品の利活用の成功事例を調査し、各自
治体への宣伝活動を行います。

（研究開発部　研究員　原佑太郎）

ニュースと解説

幹事会

事務局

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）

電子成果サイクル検討WG
座長：那須 清吾（高知工科大学教授）

基本問題検討WG
座長：田中 小委員長

2次元データ利活用WG
座長：山下 純一（IAI日本代表理事）

CAD製図基準検討SWG
座長：窪田 諭（岩手県立大学講師）

XML／レジストリWG
座長：堀内 一

（東京国際大学大学院客員教授）

社会基盤情報を活用するコード検討SWG
座長：小松 淳

（土木学会 情報利用技術委員会 副委員長）

工事情報連携拡張WG
座長：矢吹 信喜（大阪大学大学院教授）

※現在、国交省協議のため、活動休止中
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●はじめに　
平成24年度も「第17回土木施工管理技術論文」におけ

る「第7回ITマネジメント賞」にJACICは協賛いたしま
す。
●ITマネジメント賞とは

ITマネジメント賞（表彰賞金7万円）は、（一社）全
国土木施工管理技士会連合会が募集する「土木施工管理
技術論文」を対象にして、『IT（情報技術）を利用して
工事（改築・改修・新設・維持等）の工期短縮、施工合
理化、品質向上、安全性向上、環境保全に役立てた事例』
を取り扱った技術論文の中で、最も注目される論文に贈
られる賞です。賞の選定は、審査委員会の審議により行
われます。

JACICは平成18年から「土木施工管理技術論文」の募

集に協賛し、ITマネジメント賞が創設されました。過
去の技術論文についてはJACIC news7月号で紹介した
とおりです。
●本年度の論文募集

過去の受賞論文では3次元CADによる住民説明と情報
共有例やGPSを活用した施工例等が取り上げられました
が、以下の表に挙げる特殊な技術を用いないテーマにつ
いても事例の対象となります。技術論文の原稿形式は必
要な図（写真含む）・表と、全体で3,000文字～3,500文字
程度で、A4用紙4枚程度です。詳細は上記「第17回土木
施工管理技術論文」のホームページ（http://www.ejcm.
or.jp/）にある技術論文の応募要領を参照して下さい。
皆様の多数のご応募をお待ちしております。

第7回　ITマネジメント賞のご案内
（第17回土木施工管理技術論文の募集）

～JACIC協賛～

テーマ 事例
内部または外部の情報共有システ
ムやアプリケーションの共同利用

・IT（情報技術）を用いた内部あるいは外部との情報共有システムによる効率化
・プロジェクト管理システムによる進捗管理
・�クラウド技術やASP（アプリケーションサービスプロバイダ）の活用による効
率化、省力化

3次元データを活用した施工管理 ・CADやコンピュータグラフィックによる３次元データの活用による施工の効率化
・3次元データを用いたマシンガイダンスによる情報化施工
・�3次元コンピュータグラフィックや衛星写真を用いた施工箇所の発注者や地元住
民に向けた効果的な説明・合意形成

電子化された図書類の活用 ・蓄積された電子納品のデータを保守工事に活用
・関係者内での電子図書の活用

測量・検査の効率化 ・レーザースキャナを利用した測量、施工図面作成の効率化
・デジタル写真を用いた検査により紙資料削減
・トータルステーションによる検査の効率化

スマートフォンや携帯端末の活用 ・現場や構造物の図面確認の効率化
情報交換システム等の活用による
リサイクル、環境保全の推進、安
全性向上

・情報交換システムによる廃材となるコンクリート塊や建設木材等の活用
・現場関係者、トンネル入坑者の自動管理
・過酷な環境（高圧力環境や低酸素環境）におけるWebカメラによる現場監視

（経営企画部　参事　桔梗靖之）

ITマネジメント賞のテーマ例
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１．はじめに
JACIC NETは、会員ホームページ（有料）からインター

ネット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すると共に、日々の情報を
リアルタイムに利用者の手元まで迅速にお届けしていま
す。

2011年10月に利便性の向上を念頭に、リニューアルを
行いました。

２．会員数とアクセス数
2012年3月末（2011年度末）の会員数は1,216で、全ア

クセス数は165万件でした。月別アクセス数は、図-1の
とおりです。リニューアル後、6カ月間（10月～3月）の
アクセス数は前年同月比平均120％増となりました。

 
３．メニュー別アクセス数（比率）

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。

2011年度のJACIC NET会員の利用総アクセス数は
1,650,329件でした。メニュー別のアクセス数（比率）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58％を占めています
が、前年比71.8％と減少しました。

リニューアルにて検索機能・画面等を充実した結果、
人 事 情 報（ 前 年 比135 ％）、 指 名 停 止 情 報（ 前 年 比
127％）、ニュース等（124％）のアクセス数が増加しま
した。

＊人事情報はデータベースを含む

４．リニューアルの主な内容
会員の皆様へ価値ある情報を提供すべく、コンテンツ

等の見直しやモニタリングによる調査等の結果を踏ま
え、JACIC NET システムの再構築を行って参りました。

2011年10月よりトップページのデザインを一新すると
共に、発注情報等を地図情報から容易に閲覧しやすいよ
うにしました。コンテンツについてはデータベースの見
直しを行い、人事情報は「歴代検索機能」を追加し、地
方整備局の工事事務所調査課長等の検索を可能としまし
た。指名停止情報はデータベース化による「キーワード
検索」の機能を追加し、会計検査指摘事例では「検索機
能」の充実を図りました。また、できる限りの最新情報
をお届けできるようにするため、コンテンツやデータ
ベースをリンク化しました。

５．これから
ユーザー視点から要望等を踏まえた、コンテンツ（既

存データの集計加工・分析・公表）の追加等を検討して
います。　

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。

お問い合わせ先
TEL：03-3584-2405 
E-mail：jacicnet@jacic.or.jp

     　　　　　　　　（総務部　菊池正男）

2011年度のJACIC NET利用状況
JACIC便り

図-1．月別アクセス数
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図-2．メニュー別アクセス数（比率）
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建設副産物情報交換システム（COBRIS：コブリス）
では、公共工事等の発注者・受注者（排出事業者）・処
理業者が、各自の情報を交換し合うことができます。主
な情報は、受注者が登録した工事情報と、処理業者が登
録した処理施設情報です。今回は、この2つの情報を地
図画面上から検索する機能を紹介します。

図－1は発注者の場合のトップ画面です（他のユーザ
でもほぼ同じ）。左上の「地図検索」ボタンをクリック
すると、図－2・3の地図検索画面を表示します。上部の
条件設定や右側の縮尺設定により、任意の地図上に位置
する自工事（自発注又は自受注）・他工事・処理施設をマー
キングします。

図－2は工事情報
の場合で、自工事又
は他工事のマークに
カーソルを置くと、
下端にその工事の状
態・名称、施工場所・
工期、発注者・受注
者・その担当者電話
番号、工事の種類・
概要を表示します。
一部の情報は地図上
の窓にも表示しま
す。

図－3は処理施設
情報の場合で、同様
に処理施設のマーク
にカーソルを置く
と、下端に施設種類・
事業所名、所在地・
担当者電話番号、受
入・販売料金、営業
時間を表示します。

また、地図上の表
示窓をクリックする
ことで、全情報の閲
覧や、自工事の場合
には、情報更新、印
刷等の処理を行うこ
ともできます。

（建設副産物情報センター長　田山成一）

副産物システムの地図検索
【建設副産物・発生土情報交換システムの新機能　シリーズ１／５】

図-1　トップ画面（発注者の例）

 クリック

図-2　工事情報の地図検索イメージ

図-3　処理施設情報の地図検索イメージ

カーソルを置く

カーソルを置く
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3D-CADおよびVRによる文化財建造物の復原・再生活
用支援

芝浦工業大学　工学部　建築工学科
教授　渡辺　洋子

【研究目的】
歴史的建造物の再生利用が近年盛んに行われるように

なってきた。まず史料と建築部材痕跡に基づく復原（復
元）を実施するが、建設当初の資料が乏しいことに加え、
時代の変化に伴うエネルギー利用の変化や、建築基準法
による内装制限などの適用を受け、厳密な史実に沿って
の復原のみでは現代的利用に不向きである。史料や痕跡
で追い切れない部分は従来、復原設計者の恣意的なデザ
インに頼って来ざるを得なかったが、近年の再生利活用
ブームを考えると、別の手法による、公正かつ市民の期
待にも応えられる新たな方式が考えられないだろうか？

本研究では申請者が文化財審議委員として復原策定を
担当している複数の歴史的建造物に対し、3次元CADに
よる復原画像を用いた没入型VRの実験を通じて、細部
やインテリア（色・素材）を決定し、歴史的建造物の復
原支援手法を構築・検討することを目的とする。

【研究手順】
本研究では、具体的対象とするのが、川越市にある旧

鶴川座、および旧鏡山酒造大正蔵、旧織物市場の各建物
である。

手順としては
① 史資料、材痕跡に基づく基本的な復原設計および活用

案を策定する。
② 復原に際して決定できない内装の対象を絞り、歴史的

可能性のある材料・色の候補を選定する。
③ ②を対象として、三次元VRによる没入型空間を構築

し、予備実験を実施して、その結果を利用し、候補を
絞り込む。

④ 絞り込んだ材料・色を対象として、本実験を実施する。
⑤ ④の結果として、内装提案をおこなう。
⑥ 以上を三件の建物に対して実施し、復原支援システム

を構築する。

【研究成果】
実験システムと被験者構成は下記の通りであり、回を

追うごとに改良を加えていった。
①旧鶴川座　傾斜型スクリーンとプロジェクタ２台
　予備実験、本実験とも大学学内
② 旧鏡山酒造大正蔵　垂直型スクリーンとプロジェクタ

１台（ダブルレンズ）
　予備実験学内、本実験川越市内
③ 旧織物市場　垂直型スクリーンとプロジェクタ１台
（ダブルレンズ）

　 予備実験学内、本実験川越市内（性別・年齢構成平準
化）

課題としては、実験で得たデータをいかに最終提案に
もっていくかの統計的手法であった。材料と色との選択
に相関性があることに気づき、相関係数をとることで、
選択傾向を探る方法が有効であった。但し、この点では
まだ改良の余地がある。

以上の過程を経て、復原支援手法の構築を達成できた。
査読付き論文2本、国際学会発表3本の成果を得ている。

【研究の新規性および研究成果の活用】
建築史分野は3D CadおよびCGをかなり早くから導入

したジャンルであるが、完成した復原画像の提示にとど
まっており、復原策定そのものに利用されることは稀で
あった。本研究はその部分に注目した研究であった。

世界遺産、国指定文化財を始め、歴史的建造物は現在、
最高の観光資源であり、有効な支援手法の構築は大いな
る経済効果に貢献すると考える。

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23年度に
は12件の研究報告があり平成23年11月に「第9回研究助
成事業成果報告会」を開催しました。7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）

研究助成成果概要（その2）
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JACICでは、「CALS/EC効果的事例レポート」サイト
（http://www.cals.jacic.or.jp/report/）を展開しています。

このサイトでは、建設ICTの推進によって、建設生産
システムに携わる関係者の業務効率化や品質向上につな
がる効果的事例をご紹介する取組みをしています。

第2回目のご紹介となる本稿では、皆様からご提供い
ただいた取り組み、成功事例の中から以下の2つの事例
をご紹介します。

■ 災害時における情報共有システム活用事例
このレポートは、情報共有システムを利用することで

災害時に失われた工事書類をいち早く復元ができた事例
をご紹介するものです。

宮城県仙台市において施工されていた名取川の排水樋
門工事では、竣工を間近に控えた平成23年3月に東日本
大震災に遭い、この津波によって現場は跡形もなく流さ
れ、現場事務所とともに工事費用の支払いに必要な工事
書類まですべてが失われてしまいました。

この工事では情報共有システムを活用し、日々の工事
書類データをこのシステム（外部サーバ）に登録する取
組みが行われてきました。この登録されたデータを活用
し、被災前の出来高を証明する書類を作成し、工事費用
の救済を受けることができました。

工事書類を電子化し、共有することの有効性を再認識
する効果的事例です。

 
このレポートは、実際にこの対応をされた熱海建設様

からご提供いただいた事例を掲載しました。

■ 島根県における電子納品の取組み事例
島根県では、独自の「電子納品運用ガイドライン（簡

易版）」を定め運用するなど、受発注者が電子納品に取
組みやすくなるように、様々な工夫を行って電子納品の
取組みが進められています。

このレポートでは、島根県における電子納品の取り組
みの中から、CADを活用した発注図面作成の事例をご
紹介するものです。

工事発注のための発注図面の作成にあたっては、今ま
では職員が1件ごとに色鉛筆で着色する作業を行い、多
くの人手と時間を要してきました。

これを電子成果を活用して職員がCADで発注図面を作
成する取組みを行うことにより、この作成に係る労力と
時間が大きく節減され、業務改善につながった事例です。

このレポートでは、この効果をよりわかりやすく説明
するため、効果の推計値が紹介されています。　

これによると、年間の工事件数を約2千件、図面作成
にかかる手間を1件5千円とした場合、年間約1千万円の
図面作成経費が節減されるとし、電子納品の効果をわか
りやすく紹介しています。

ぜひ、本サイトから掲載本文をご覧ください。

 
本サイトにおける効果的事例の紹介が、建設生産シス

テム全体のより一層の効率化、品質向上、復興支援の一
助になれば幸いです。

皆様からの取組み事例のご提供もお待ちしておりま
す。下記までご連絡のご協力をお願いします。

＜お問合わせ先＞
JACIC CALS/EC効果的事例担当　TEL 03-3505-0436
chihou@jacic.or.jp

（研究開発部　主任研究員　佐久間雅弘）

CALS/ECコーナー
CALS/EC効果的事例（その2）

～建設情報を活用した業務効率化等の事例紹介～

図-1「災害時における情報共有システム活用事例」の掲載資料

図-2「島根県における電子納品の取組み事例」の掲載資料
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九州地方センターは九州・沖縄8県を担当地域として、
コリンズ・テクリスを始め、土木積算システム、電子入
札コアシステム、建設副産物・発生土、Photog-CAD、
調査受託業務の支援とその他の広報活動を行っていま
す。主な活動報告と活動予定を紹介します。

■コリンズ・テクリス（市町村）
□コリンズ検索システムの利用状況

平成24年6月現在、九州の全274市町村のうち、約40％
（うち村と離島を除くと約50％）でweb版の検索システ
ムが利用されています。その内訳は政令市を除く市レベ
ルで67％、町レベルで24％となっています。
□テクリス検索システムの利用状況

平成24年6月現在、九州の市町村23％（うち村と離島
を除くと約30％）でweb版の検索システムを利用されて
います。その内訳は政令市を除く市レベルで約40％、町
レベルが14％となっています。
□テクリス技術研修会

平成24年1月31日に（社）福岡県測量設計コンサルタ
ンツ協会の依頼により、テクリス技術研修会が福岡県中
小企業振興センターで開催されました。JACICが登録の
流れや技術者情報等の入力・注意点等を説明し、福岡県
の担当者が登録されたデータを検索システムで活用する
際の考え方等について説明されました。企業参加者は約
150人で、テクリス登録の意義とその有効的な活用につ
いて学ばれました。

■積算システム
地方自治体向け施工パッケージ型積算方式の説明会を

8月下旬に行う予定にしています。なお、国土交通省に
おいては、今年の10月より試行予定です。

■RCCM資格試験受験準備講習会の開催
JACICでは毎年、シビルコンサルティングマネージャ

（RCCM）資格試験の準備として、設計業務等の最近の
課題や施策等のポイントを解説するRCCM資格試験の受
験準備講習会を開催しています。平成24年度は、九州・
沖縄地区では、7月24日に福岡市のヒルトン福岡シーホー
クで約300名、7月26日に那覇市の沖縄産業支援センター
で約100名が受講されました。

■電子入札コアシステム
□九州の普及状況

電子入札の導入にあたっては単独利用と市町村との共
同利用がありますが、現在九州では国の機関と8県、3政
令市、52市町村で運用、23市町村が準備中です。市町村
の普及率は約21%（運用分のみ）となっています。
□ふくおか電子自治体共同運営協議会の共同利用

平成24年6月7日に、ふくおか電子自治体共同運営協議
会によるコアシステム共同利用（ASP方式）の最初の事
例となる久留米市と、福岡県電子自治体推進班へ契約手
続等の説明を行いました。今後は久留米市は、下半期の
10月からの運用開始を予定しています。今後県下14団体
で共同利用を考えています。
□電子入札コアシステムユーザ会議九州ブロック

平成24年7月6日に、「九州ブロックユーザー会議」を
福岡市で開催いたしました。九州地方整備局と九州・沖
縄の利用自治体の電子入札担当者が参加し、各団体の現
況や課題・改善要望などの情報交換をすると共に、新暗
号アルゴリズムへの更新に関する情報提供、電子入札コ
アシステムの機能向上等について活発な議論が行われま
した。

■Photog-CAD
□Photog-CADの広報活動

平成24年5月24日に熊本市の技術管理課等担当者向け
と、7月17日に鹿児島県担当の九州ブロック災害担当者
会議に於いてPhotog-CAD（災害復旧効率化支援システ
ム）のデモと、操作方法の講習会を行いました。

■建設副産物
平成24年2月14日に九州地方建設副産物対策連絡協議

会の実務者担当者会議が開催され、その中でJACICが建
設副産物・発生土情報交換システム等の導入に向けた紹
介を行いました。

（九州地方センター長　日吉信介）

地方便り
九州地方センター活動報告
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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。

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成24年4月～6月）は次のとおりです。
コリンズ・テクリスともに例年5月の登録件数は少なくなる傾向がありますが、今年は昨年比で少し多かったことが分か
ります。

（経営企画部　次長　河内康）

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

e-BISCコーナー ヘルプデスクへの質問と回答

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成24年4月～6月）

項　目 質　　　問 回　　　答

工事・業務

申請書等の提出画面で添付
資料を追加すると、ファイ
ルのパス名称が「fakepath」
と表示されて申請書等が提
出できません。原因を教え
てください。

国土交通省電子入札システムを利用するために必要なブラウザの設定（信頼済み
サイト登録等）が未実施または一部未設定である場合に当該事象が発生します。
e-BISCセンターホームページに掲載の資料「Windows�XP（SP3）、�Windows�Vista
（SP2）�及び�Windows�7（SPなし/SP1）�を導入したパソコンにおける電子入札への
影響について」をご参照のうえ端末の設定状況をご確認ください。
（参照先URL　http://www.e-bisc.go.jp/pdf/XPsp3-Win7sp1_j.PDF）

JACIC便り

● コリンズ
コリンズの登録件数（契約額500万円以上）

4月 5月 6月

国の機関 2,340
�（1.03）

796
�（1.33）

1,200
�（1.11）

地方公共団体 9,203
（0.99）

7,942
（1.22）

15,341
（1.07）

（　）：前年同月比

● テクリス
テクリスの登録件数（契約額100万円以上）

4月 5月 6月

国の機関 4,300
（0.96）

1,611
（1.16）

1,600
（0.97）

地方公共団体 3,811
（1.13）

5,139
（1.33）

8,613
（1.16）

（　）：前年同月比

■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/一般財団法人 

編集・構成　日本印刷（株）
　　 電話　03-3833-6971

ISO9001

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100万円以上）
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