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平成24年度第２回JACICセミナー
「社会基盤情報標準化2012」開催報告

　平成24年度第2回JACICセミナーは、平成24年9月14日
（金）午後、高松市内のシンボルタワー「かがわ国際会
議場」にて以下のプログラムで開催しました。国土交通
省四国地方整備局から多数の参加をいただいたのをはじ
め、岡山県内からも含め、106名の参加となりました。

セミナーのプログラム

1．開会挨拶　　　　　　　　　　 　（JACIC　有木久和理事）

2．CALS/EC15 年の変遷　CAD for CALS       

（田中成典　関西大学教授）

3．BIM から CIM へ

（国土交通省国土技術政策総合研究所　重高浩一室長）

4．社会基盤情報標準化活動と自治体向け緩和基準の取り組み

（JACIC　秋山実審議役）

5．高知県の電子納品 10 年間の取り組み

（高知県土木部　田村仁主査）

6．閉会挨拶　　　　　　　　　　 　（JACIC　秋山実審議役）

（司会進行：JACIC 経営企画部川嶋部長）

1.　田中教授の講演
　田中教授からは、1996年の「建設CALS/EC整備基本
構想」で何を考え、それが現在どの程度実現されている
かという話を伺いました。またそれと連動してJACICが
事務局を運営する「社会基盤情報標準化委員会」の活動
の中で、三次元情報の検討がどこまで行われて来たかに
ついての説明がありました。

2.　重高室長の講演
　重高室長からは、建築での「BIM」の概念と、それを
公共事業に適用しようとして国土交通省が取り組んでい
る「CIM」の概念とスケジュールについての解説があり
ました。CIMでは、すべての建設情報の3次元モデル化
を考えているわけではなく、既存ツールを活用しつつ、

「効率が図られる部分を3次元化する」とのことでした。

3.　秋山審議役の講演
　秋山審議役からは、社会基盤情報標準化委員会が現在

取り組んでいる「標準化推進計画2010-2012」の内容の
説明がありました。さらに、使いやすく簡単なルールに
緩和された自治体向けの「SXFデータ作成要領」に関す
る詳細な説明がありました。

4.　田村主査の講演
　田村主査からは、高知県が進めて来た電子納品への取
り組みについて解説がありました。高知県庁では平成14
年度には全員にパソコンが導入され、CAD製図用の大
型モニタの導入や住民説明への3D-CADの活用など先進
的な取り組みがなされているとのことでした。また（社）
高知県建設技術公社を通じて県内市町村への普及に力を
入れて来たというお話もありました。

会場のかがわ国際会議場

5.　今後のJACICセミナー
　平成24年度JACICセミナーとしての開催はこれで終了
ですが、来年度以降も地方開催を含め、時宜を得たテー
マで計画していきたいと考えております。
　今回の講演内容については、以下のJACICホームペー
ジでも関係資料を公開していますので、是非ご参照くだ
さい。
http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/

（経営企画部　次長　河内康）

ニュースと解説
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1．はじめに
　JACIC news 8月号（No.279）でご紹介したように、
第25回社会基盤情報標準化委員会において、「SXFデー
タ作成要領」が策定され、6月から公開しています。
　CAD図面の電子納品では、「CAD製図基準（案）」に
従って作成されたSXF（P21）ファイルの納品が求めら
れていますが、地方自治体ではより簡易化された技術基
準を独自に制定・運用する例があり、技術基準の多様化
による混乱が懸念されます。
　このため、社会基盤情報標準化委員会では、主に地方
自治体における利用を想定し、SXF（SFC）を対象とし
た簡易技術基準の標準化を目的として、「SXFデータ作

成要領」を策定しました。この要領により、データ作成
の負担が軽減され、かつ一定の互換性が確保されると期
待されます。

2．「SXFデータ作成要領」策定の基本方針
　「CAD製図基準（案）」との整合性を保持する観点か
ら同基準の条項を踏襲し、緩和基準の「本編」と「参考
編（国土交通省策定 CAD 製図基準（案）平成20年5月版）」
を選択できる方式としました。
　また、基準を緩和する項目については、既に緩和基準
で運用している自治体の例を参考に、発注者、受注者、
ベンダ等の要望を調査し、負担軽減効果の高い項目に限

定して緩和しました。
　さらに、本編に従うデータと参考
編に従うデータの混在については、
整合を取るためのデータ修正の負
担を軽減するため、混在を許容する
こととしました。

　「本編」で緩和した項目を、「CAD
製図基準（案）」と比較したものを
下表に示します。

3．今後の普及
　SXFデータ作成要領の適用により、建設業者や建設コ
ンサルタンツ業者等の受注者側の負担軽減が期待されま
す。この要領の地方自治体での活用を促進するため、今
後様々な機会を利用して、各地方自治体への広報、普及
を図る予定です。

　また、本要領の発注者向けの解説本として「CADデー
タ利活用ガイドブック（仮称）」を2013年6月までに作成・
公開していく予定です。
　本要領の本文は下記URLからダウンロードできます。
http://www.jacic.or.jp/hyojun/sxf20120622.html

（システム事業部門　副部門長　秋山実）

自治体向けに緩和した「SXFデータ作成要領」

<従来 >
国土交通省等

<今後 >

各地方自治体独自の
CAD製図のルール

    CAD製図基準（案）
平成20年5月

○○県 △△市

●●県 □□市

地方自治体向けに緩和した
「SXFデータ作成要領」

規定内容は
そのまま

共通点の
抽出

<作成方針>
・現行の「CAD製図基準（案）」を包含
・地方自治体向けの緩和規定を加える
　→「CAD製図基準（案）」の内容と矛盾しない

地方自治体

緩和された
規定項目の運用

国土交通省等

従来通りの運用も可能「CAD製図基準（案）」
規定項目
+

地方自治体向け
緩和規定

比較対象項目 本編 参考編（CAD製図基準（案））
ファイルフォーマット •SXF（SFC）ファイル形式を推奨 •SXF（P21）ファイル形式を推奨

ファイル名
•図面番号、図面種類により命名
•日本語表記も可能
•文字制限は、64文字以内

• ライフサイクル記号、整理番号、図面種類、図
面番号、改訂履歴により命名

•文字制限は「8.3形式」

ラスタファイル
• SXFVer.3.0 レベル2で保存する場合は最大99
ファイルまでに緩和

•SXFVer.3.0 レベル2で保存する場合は最大9ファ
イルまで

レイヤ名・レイヤ構成
•日本語表記も可能
• 階層化表現は、図面オブジェクトがひとつ以上
あればよい。

•レイヤ名は、英数文字（半角文字）
• 階層化表現は、責任主体、図面オブジェクト、
作図要素、…の順に表現

色・線種・線幅・文字

• 色：線色、文字色は見やすい図面となる組み合
わせで、自由に選択

•線色は、レイヤによる区別なし
•線幅：比率規定を設けない。
•文字：文字の種類・高さは任意

•色：線色、文字色は16種類限定
•線色はレイヤによる区別
•線幅は3種類（細線・太線・極太線）
•文字の大きさは7パターンから選択

図面管理ファイル •CSVファイルも可能 •XMLファイルのみ
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1.　Photog-CADの概要
Photog-CAD（災害復旧効率化支援システム・フォト

ジー・キャド）は、災害復旧のための「災害復旧事業費
の申請」を誰でも簡単で効率的に行える仕組みを目指し
てJACICが開発し普及・促進を図っております。

2.　模擬査定の実施
島根県により模擬査定が行われ、国土交通省と財務省

の協議が行われました。島根県では、8月20日付事務連
絡、国土交通省防災課課長補佐の「写真測量技術を用い
た災害査定の効果検証作業」依頼により、H24災第2次
査定において実施しました。

今回の模擬査定は、従来のポール横断による査定設計
書を作成して従前の査定を受けるとともに、Photog-
CADを用いて作成した査定設計書で査定を受けるもの
です。図-1に対象とした被災箇所、図-2に模擬査定の様
子を示します。

 

結果、Photog-CADで作成した査定設計書、およびポー
ル横断測量とPhotog-CADの測定結果を比較した図が得
られました。

3.　申請者側および査定官・立会官側の確認事項
今回の模擬査定において、ポール横断測量による方法

と比較して測定精度に差はほとんどなく、作業に要する
工数を削減する効果が確認できました。申請者側および
査定官・立会官側の意見として、以下の趣旨の内容が示
されました。
申請者側の意見

・ Photog-CADにより、特段問題なく査定で対応でき
る。

・ 被災原因、被災延長（起終点）、復旧工法を説明す
ることが査定時の主なやり取りであるため、査定が
従前と変わることはない。

・ パソコンを用いて画面拡大・スクロール等ができる
ため、説明するときに便利である。

・ 査定設計書の作成は、講習等を数時間受けて数回ソ
フトを使えば容易に操作可能だが、写真撮影にいく
つか留意点があり、JACIC側で予め撮影時のチェッ
クリストが用意されると良い。

査定官・立会官側の意見
・ モニター画面上で、被災現地状況を拡大表示して確

認出来る等、デジタルカメラ写真データは災害査定
に活用できる。

・ Photog-CADは、現地の状況がシステム条件に合致
すれば、現地撮影したデジタルカメラ写真データを
活用し、災害査定設計書を作成することができ、従
来のポール横断測量の場合と同等程度の結果が得ら
れる。

4.　国土交通省から地方公共団体への通知
国土交通省 水管理・国土保全局 防災課より、Photog-

CADを使用した模擬査定の結果から災害査定に活用で
きることを確認し、災害査定において使用することに支
障なしとする趣旨の通知文「災害復旧効率化支援システ
ム・Photog-CADの災害査定での使用について」が10月
22日付けで各都道府県および政令指定都市の災害復旧事
業担当課長宛に発出されました。

お問い合せ先
建設情報研究所 研究開発部　Photog-CAD担当
TEL：03-3584-2403　E-mail：photog-cad@jacic.or.jp
URL：http://www.gis.jacic.or.jp/gis/photog

（研究開発部　主任研究員　瀧口博之）

Photog-CADを使った島根県による模擬査定の実施と
国土交通省から地方公共団体への通知について

図-1　被災箇所の全景

図-2　模擬査定の様子
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JACICでは、建設事業の円滑な執行に資する情報シス
テムの調査研究、開発・改良及び運用・保守並びに建設
情報の提供等を目的に建設情報研究所研究発表会及び研
究助成事業成果報告会を以下に示すプログラム（参加費：
無料）で同日開催いたします。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。参加申込書はホームページ（http://
www.jacic.or.jp/）をご覧ください。
本会は、「土木学会CPD」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。

（経営企画部　上席参事　落合清二）

※参加申し込みは、以下のサイトからお願いします。http://www.jacic.or.jp/topics/2012111501/kenkyujo&jyosei_2012.html

	 第14回建設情報研究所研究発表会
第10回研究助成事業成果報告会　の開催

第14回建設情報研究所　研究発表会

第10回研究助成事業成果報告会

JACIC便り

開催日時:平成24年11月15日（木）10:00～17:00
開催場所:乃木會舘 4階「豊明（とよのあかり）」（東京都港区赤坂8-11-27）　TEL03-3402-2181
定　　員:150名

10：00 挨　　拶 理事長 門松　武
発表時間 研究テーマ 研究報告者
10：05
10：15 JACIC建設情報研究所の研究動向 理事（研究所所長） 坪香　伸

10：15
10：35 CIMによる建設生産システム改善に関する研究 研究開発部 影山輝彰

10：35
10：55 Photog-CADに関する取組 Photog-CAD普及促進PT 飛田敏行

瀧口博之
10：55
11：15 コリンズ･テクリスシステムのWeb-API化に関する研究 コリンズ･テクリスシステムのWeb-API化 PT 横山善行

11：15
11：35 地方自治体向け「SXFデータ作成要領」の策定 標準化活動PT 原祐太郎

11：35
11：55 地方自治体の「施工パッケージ型積算方式」導入 積算システムセンター 空閑栄慈

12：00 閉会挨拶 理　事 有木久和

13：00 挨　　拶 理事長 門松　武
発表時間 研究テーマ 研究報告者
13：05
13：25 ICTを利活用した長崎県内橋梁の維持管理に関する研究 長崎大学大学院　工学研究科准教授 森田千尋

13：25
13：45

写真測量を用いた密集市街地の3次元建造物モデリングのための
自動標定システムの構築 京都大学大学院　地球環境学堂准教授 須崎純一

13：45
14：05 帳票XMLスキーマ定義書の実用化に関する研究　 株式会社現場サポート顧問 畑久仁昭

14：05
14：25 建設情報の有効利用のための人材運用システムの開発 熊本大学大学院　自然科学研究科教授 小林一郎

14：25
14：45 地上型レーザースキャナーデータ計測の標準化に関する調査研究 株式会社　日本海コンサルタント　空間情報本部

本部長 西本憲正

14：45
15：05

カメラ付きタブレットPC並びにロジックモデルを用いた道路巡回
業務運営効率向上システムの開発

京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻　
研究員 阿部真育

15：05
15：20 休　　　息

15：20
15：40

公共工事等の入札データから、入札者の工事積算原価を推計する
手法に関する研究とその応用 大阪大学社会経済研究所　講師 中林　純

15：40
16：00

人工知能理論を適用した写真測量の精度向上による建設工事及び
建設物変形モニタリング技術の開発研究 埼玉大学　地圏科学研究センター教授 渡邊邦夫

16：00
16：20 センサ情報の標準化及び利活用に関する研究 日本大学　理工学部社会交通学科　教授 佐田達典

16：20
16：40 メタデータを活用した写真管理業務の高度化に関する研究 株式会社リコー  オプティカルシステム事業部

オプトシステム販売室 関　和之

16：40
17：00

温度センサ・姿勢感知センサ付きICタグを搭載した再生樹脂型枠に
よるコンクリートの品質管理および型枠の運用管理に関する研究 東京大学　特任教授 北垣亮馬

17：00 閉会挨拶 審議役 岩立忠夫
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第4回からは、建設発生土情報交換システムの新機能
について紹介します。
発生土システムは、公共工事等の発注者が利用するシ
ステムで、工事に伴い発生する土砂（建設発生土）を、
土砂を必要としている他の工事へ流用するため、搬出・
搬入工事間で相手工事を見つけ出す、言わば「お見合い
システム」です。新材の採取量や土捨量を減らすことで、
経済的な工事や環境保全に寄与することが期待されてい
ます。今回は、この相手工事検索を地図画面上から行う
機能について紹介します。
画面－1はトップ画面で、「地図検索」ボタンをクリッ
クすると、画面－2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等により、任意の地図上に、
工事間で土砂の流用が成立していない自工事と他工事の
位置をマーキングします。

ここで、自工事又は
他工事のマークにカー
ソルを置くと、地図上
には、その土砂の搬出・
搬入の別、土質、土量
及び発生時期を表示し
ます。
他工事に注目すれば、
土砂の流用先となる相
手工事を検索すること
になります。
また、下端にはその
工事の名称、施工場所、
発注者、工期等を表示
します。電話番号によ
り、相手工事の担当者
に直ちに連絡すること
もできます。
さらに、地図上の表
示窓をクリックするこ
とで、その工事の全情
報を閲覧することがで
きます。

（建設副産物情報センター長　田山成一）

画面ー1　トップ画面

画面ー2　相手工事の地図検索イメージ

発生土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4／5】

クリック

カーソルを置く
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クラウドコンピューティングという言葉が聞かれる

ケースが多くなってきています。あたかも雲から何かが

降ってくるかのようなイメージで、ネットワーク上に存

在するサーバが提供するサービスを、それらのサーバ群

を意識することなしに利用できるというコンピューティ

ング形態を表す言葉です。

クラウドコンピューティングは、2006年頃から企業や

官公庁の業務システムソリューションとして活用され、

発展、普及してきました。今日では、パブリッククラウ

ド、パーソナルクラウド、両者を組み合わせたハイブリッ

ドクラウドというように、運用方法も多様化してきてい

ます。

また、東日本大震災では様々なクラウドサービスが役

立てられました。それを機に、有事の際の事業継続の観

点から、多くのシステムを二重化したり、サーバなど主

要なハードウェアを遠隔地に移したりすることを検討

し、その答えとしてクラウドサービスを選ぶ企業や自治

体が増えることも想定されます。

一定のクラウド技術が浸透し、国、地方自治体、民間

において、クラウドを利用した様々な政策、サービス、

情報共有システムがすでに展開しています。本特集では、

クラウドコンピューティングに関して、現状における各

方面での取り組みを紹介し、将来的な可能性について展

望します。

主な内容

①頭言：

東京大学大学院　江崎浩　教授

②特別講座：

（独）情報処理推進機構　勝見勉　主任研究員

③国等の取組み：

総務省、文部科学省、（独）防災科学技術研究所

④地方の取組み：

京都府、宮崎県、神奈川県

町村情報システム共同事業組合

⑤民間の取組み：

東日本高速道路（株）、（株）大林組、（株）竹中土木、

（株）NTTデータ、（株）日立システムズ

⑥最新のクラウド技術やセキュリティ等：

慶應義塾大学　青山友紀　教授、

弁護士法人英知法律事務所　岡村久道　弁護士

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-

3505-2981）までお願いいたします。

クラウドのイメージ図
（出展：アットマークITのWebサイト）

（経営企画部　参事　橋本貴之）

JACIC通信

特集：クラウドコンピューティングの現状

JACIC情報107号のご案内
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　平成24年度における、これまでの北陸地方センターの
主な活動状況をご紹介します。
■ Photog-CAD操作講習会の開催
◇6月20日、金沢市で開催された　「2012年度災害復旧事
業技術講習会」（建設コンサルタンツ協会北陸支部や全
国測量設計業協会連合会北陸地区協議会、北陸建設弘済
会等が主催）において、Photog-CADの操作講習会を実
施しました。この日は100名余りの参加者から熱心に受
講いただく中で、準備した20セットの無料体験CD版も
全て完売し、当該システムへの関心の大きさを実感しま
した。

◇6月26日~27日、北陸地方整備局「平成24年度　TEC-
FORCE研修」の一環として、被災現場（昨年7月の新潟・
福島豪雨の被災現場）でのPhotog-CADの操作実習を行
いました。

■ 「電子入札連絡会議（北陸ブロック会議）」の開催
　平成24年7月11日に新潟市で「電子入札連絡会議・北
陸ブロック会議」を開催しました。
　会議には13機関（北陸地整、新潟、富山、石川の3県
と各県の市町村）の入札・契約担当者から参加いただき、
運用状況などについて有用な情報交換を行いました。
　なお、当日の会議の前段として、主として電子入札未
導入の自治体担当者を対象とした「電子入札操作講習会」
を実施したところ、11団体12名の方々から受講いただき
ました。今後もさらに機動的な出前講座等の対応も計画
しておりますので、ご遠慮なくご用命下さい。

■ 「RCCM資格受験準備講習会」の開催
　平成24年度の「RCCM資格受験準備講習会」を7月19
日に新潟県建設会館で開催しました。今年度は約120名
から受講していただきましたが、受講された皆様全員の
無事合格をご祈念申し上げます。来年度も新潟市で開催
を計画しておりますので、振るってご参加下さい。

■ 「施工パッケージ型積算方式」の説明会の開催
　直轄工事における本年度からの試行を前に、「施工パッ
ケージ型積算方式」の説明会を上越市で開催しました。
　当日は新潟・富山・石川県、新潟市の発注積算担当者
から多数ご参加いただきました。説明会の中でのご意見
は、今後の改善等に反映させていただきたいと考えてお
ります。

（北陸地方センター長　穂苅正昭）

地方便り
北陸地方センター活動報告

Photog-CAD操作講習会の模様

TEC-FORCEによるPhotog-CAD写真撮影の模様

「電子入札操作講習会」の模様

「RCCM資格受験準備講習会」の模様

「施工パッケージ型積算方式」の説明会の模様
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JACICでは、各システムにおいて情報サービスを行っております。これらのデータを分析することにより、建設分野の多
くの活動を映し出すことが出来ます。そこで、これらのデータをホームページ上で公開し社会に提供していくことを考えて
おります。http://www.jacic.or.jp/jacicdata/index.html　

今回はその中から、コリンズデータから読み取れる全国の工事金額の推移を取り上げました。

平成24年度の前半は、昨年比増の状態が続きましたが、9月になって昨年比減に転じました。
コリンズの登録は金額500万円以上のため、全体のカバー率は数十％くらいと見ておりますが、それでも全国の傾向は掴

めると考えております。ホームページ上では毎月データを更新しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広報グループ長　河内康）

JACICデータより

■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

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わ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。

（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

項　目 質　　　問 回　　　答

システム
共通

検証機能を操作する際に、IC
カードは必要ですか。

検証機能は、ICカードが無くても操作が可能です。但し、電子入札システムを利用できる
環境が整った端末で操作を行ってください。
電子入札システムの稼働環境は、e-BISCセンターホームページの「電子入札稼働環境」

（http://www.e-bisc.go.jp/environment.html）をご確認ください。

工事・業務

電子入札システム上で企業名
称/企業住所/ICカード取得者
氏名/ICカード取得者住所の変
更はできますか。

企業名称/企業住所/ICカード取得者氏名/ICカード取得者住所は、ICカードに格納されてい
る情報です。電子入札システムでは変更できません。変更手続きについてはご利用の認証
局にご確認ください。
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