
CALS／EC情報コーナー表紙画面
（http : //www.jcca.or.jp/achievement/cals_ec/）

１． はじめに

本協会では，「情報部会」の下に「CALS／EC

委員会」を設置し，その下部組織として「企画・

情報発信専門委員会」「普及・改善専門委員会」

「CAD専門委員会」「データ連携専門委員会」を

設置している。２００８年度は，専門委員会を含めて

「CALS／EC委員会」全体で２７社が参加し，延べ

７８名の体制で社会基盤情報標準化委員会などの外

部活動との連携を図るとともに，支部連絡会議の

開催や講習会の開催などにより，建設コンサルタ

ント各社のCALS／EC推進を支援している。

ここでは，協会の取り組みとして，２００７年度に

おける各専門委員会の活動成果などを紹介した

い。

２． 企画・情報発信専門委員会

当専門委員会では，２００７年度のテーマとして

「委員会参加企業のCALS／EC，IT化の先進事

例，活用事例の調査」と「計画・設計段階におけ

る情報利活用の実態調査」を実施するとともに，

２００３年度から協会ホームページに開設した

「CALS／EC情報コーナー」の運用を継続した。

また，CALS／EC MESSEには２００２年より毎年協

賛しており，２００８年も協会事務局と協働してブー

ス出展などに参加した。

! CALS／EC情報コーナー

CALS／EC情報コーナーは，委員会および各専

門委員会の活動を会員企業，発注者，関連組織だ

けでなく広く一般に広報する役割を担うもので

「建コン協が発行する各種資料」「イベント情報」

「リンク集」などから構成されている。

" CALS／EC MESSE２００８出展

CALS／EC MESSE２００８では，実務者セミナー

に講師の派遣およびブースの出展を行った。

１） 実務者セミナー

! 「計画・設計段階における情報利活用の現状」

講師：企画・情報発信専門委員会副委員長

建設コンサルタンツ協会に
おける取り組み

社団法人建設コンサルタンツ協会 情報部会
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" 「詳細設計業務におけるCAD図面の電子納品

の現状」

講師：CAD専門委員会副委員長

２） ブース出展

! ３D動画CGの実演

・東京外かく環状道路

・ダム付替道路の景観デザイン

・鉄道橋のデザイン

・街路と地下通路のデザイン

・津波避難シミュレーション

" 展示パネル（下図のとおり）

３． 普及・改善専門委員会

当専門委員会は，協会会員企業への「CALS／EC

の普及・展開」を促進するために，実用システム

計画・設計段階における情報利活用の現状! 電子納品（CAD）に関する問題!

計画・設計段階における情報利活用の現状" 電子納品（CAD）に関する問題"

特集 CALS／ECによる生産性向上

２６ 建設マネジメント技術 2008年 9月号



を対象とした普及資料を提供するとともに，運用

上の問題点などを抽出し改善提案等を行うことを

目的としている。２００７年度は前年度に引き続き電

子納品と電子調達の二つのWGに分かれて活動し

た。

! 電子納品WG

電子納品WGでは，国土交通省などの電子納品

に関する問題点の改善や啓発，会員企業への支援

を目的にして活動を行った。

１） 電子成果品作成費用の調査

国土交通省による本調査は２００４年度から毎年実

施されており，これまで同省と協会による本件に

関する意見交換会が数回開催されてきた。２００７年

度も意見交換を想定して，２００６年８月に行われた

同省による「調査・設計業務委託料に関する調

査」の結果を事前に把握するため，委員会参加企

業から収集したデータをもとに調査・分析を行っ

た。分析結果の一部ではあるが，道路業務におけ

る電子納品費と報告書頁数またはCAD図面枚数

に比較的高い相関が見られるほかは，有意な関係

は認められなかった。

２） CADデータに関するアンケート

建設コンサルタントが実施した詳細設計業務に

おけるCAD図面の電子納品に関するアンケート

を行い，CAD図面納品の現状を把握した。各社

では，CAD製図基準（案）に従ったSXF（P２１）

形式のCADデータをおおむね納品している。し

かし，納品データ以外に，発注者，施工者に直接

SXF形式以外のオリジナル形式のCADデータが

提出されていることが確認された。

３） 設計業務における情報共有システムの調査

土木設計業務において，導入が開始されている

情報共有システムの種類，機能などについて調査

した。事例として秋田，新潟，福井，長野，岐

阜，香川，沖縄の７県で導入が確認された。導入

県では，打合せ簿，業務計画書の提出などに使用

されている程度で，工事と比較して具体のメリッ

トが少ないのが現状である。

４） 地方自治体の電子納品に関する検討

市町村等の小規模な地方自治体の電子納品のあ

り方などについて検討した。都道府県レベルでは

おおむね国土交通省の要領（案）などを基本と

し，独自の取り決めを追加しているところもあ

る。市町村レベルでは，国や県の要領から必要な

個所を抜粋して作成が望ましいと考え，記載項目

の素案を提案した。

５） 電子納品と維持管理の関係整理

電子成果品の利活用の一つに，維持管理が挙げ

られる。維持管理で必要とされる電子成果品をま

とめるとともに，電子納品のあり方を検討する。

この一環として，橋梁工種を対象に必要とされる

成果品（報告書，数量計算書，図面など），その

成果品が作成されるサイクル，活用形態などを整

理した。

" 電子調達WG

実施最終年度となる国土交通省のCALS／ECア

クションプログラム２００５（２００５～２００７年度）の進

捗状況を把握し，電子契約やシステム間連携など

電子調達を取り巻く新たな成果をフォローし，業

界としての対応を進めた。

１）「IT戦略本部重点計画―２００７（案）」パブリッ

クコメント募集への対応

これまでの電子入札の運用実態を踏まえ，課題

となっていた「会社代表者交替と紙入札期間発

生」について整理し，「電子入札における，会社

代表者交替などに伴う紙入札期間の解消につい

て」と題して意見をまとめ，パブリックコメント

として提出した。

２） 入札情報サービス（統合PPI）の調査

CALS／ECアクションプログラム２００５の施策の

成果として，入札契約情報の収集効率の向上を目

標にリニューアルされた入札情報サービス（統合

PPI）の運用開始に伴い，その特徴や使用方法に

ついて確認するとともに，国土交通省発表の契約

関係資料との整合について調査した。

また，地方整備局が毎月公表する入札結果デー

タと統合PPI検索データとの整合を調査し，統合

PPI検索データ側（分類・その他，件数）の精度

について検討を行った。

３） 入札説明書等の電子化状況の調査
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CALS／ECアクションプログラム２００５の施策で

あるインターネットを通じた入札説明書等の配布

については，電子入札システムを利用したダウン

ロードシステムが採用される一方で，依然として

紙書類での授受が多いとの認識の下に，国におけ

る電子化状況について整理した。

２００７年１０月現在，全案件について電子入札シス

テムを利用しているのは北海道開発局のみであ

り，中国・四国地整はホームページによるダウン

ロードを採用し，他の地整は紙書類による授受が

大半を占めていることが確認された。２００８年１月

からは，関東地整にて入札説明書などの電子的提

供が開始された。

４） 電子契約の調査

電子契約については，総務省のシステム成果を

受けての開発となったため，具体の業界対応は

２００８年度以降とした。

４． CAD専門委員会

当専門委員会の２００７年度の活動は，国土交通省

のCALS／ECアクションプログラム２００５に示され

る１６の施策目標のうち，４目標がCADにかかわ

るものであることから，積極的な外部活動対応を

図った。

また，CAD製図基準（案）の改訂が予定さ

れ，改訂項目が提示されていたので，これらの項

目に対して，協会としての意見をとりまとめ，

CAD製図基準WG事務局へ提出するとともに，

CAD製図基準運用ガイドライン（国土交通省版）

の改訂に対して協会としての資料提供支援を行っ

た。

次に，会員企業におけるCADおよび市販チェ

ックシステムに関するアンケートを実施し，その

成果をCALS／EC MESSE２００８で企画・情報発信

専門委員会と共同で発表した。

! 会員向け活動

市販CADチェックソフトについて，実態把握

のためのアンケートを実施した。また，CADセ

ミナーは，北海道，東北，関東，北陸，近畿，中

国，九州の７会場で延べ３７０名を超える参加が得

られた。

" 要領基準類への改訂意見

CAD製図基準（案）の改訂項目に対し検討を

行い，協会としての意見をとりまとめ，CAD製

図基準WG事務局に提出した。また，「CAD製図

基準に関する運用ガイドライン（案）」に対して

も，基準と同様，改訂項目に対し検討を行い，協

会としての意見をとりまとめ，CAD製図基準WG

事務局に提出した。

また，市販チェックシステムの課題について，

国総研との意見交換の結果，「CAD製図基準に関

する運用ガイドライン（案）」に市販チェックシ

ステムについての注意喚起事項の記述を付加する

よう明記した，協会としての要望書をCAD製図

基準WGに提出し，説明を行った。この要望につ

いては，次回のガイドライン改訂時に反映してい

ただくことを確認した。

５． データ連携専門委員会

当専門委員会では，国土交通省のCALS／ECの

中で特にライフサイクルにわたるデータの交換に

関する検討を行い，関連する機関との連携・意見

具申と，協会会員に対するこれらのデータ連携に

関する技術の展開を行うことを目的に活動を行っ

た。

! GIS講習会

GISの普及のためにAutodeskMapおよびAr-

cGISを用いて，導入編３回，概論編１回，初級

編３回，中級編３回，実践編４回，Web編２回

のGIS講習会を開催し，延べ２４３名の参加があっ

た。これは，前年度のほぼ１．５倍であった。GIS

ソフトを導入していない会社へのフォローのため

に導入編を設け，Google Earth，カシミール３D

の講習を新規に行ったほか，Web GISの講習も

追加し，幅広い講習メニューを揃えた。

" プロダクトモデルに関する調査

道路分野を中心に，データの連携方法などを調

査した。道路のプロダクトモデルに関して検討を
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行い，CALS／EC MESSE２００８で「建設分野にお

けるプロダクトモデルによる情報連携～プロダク

トモデル読本～」（A４見開き８頁）を配布し

た。

! GISの防災への適用方法の検討

防災時におけるコンサルタントの役割について

まとめ，従来から調査してきたGISツール・デー

タなどと合わせて，「GISの防災への適用」とし

てホームページでの公表に向けて内容の検討を行

っている。

６． おわりに

２００８年度のCALS／EC委員会は，２００７年度と同

じ組織体制で活動を継続している。

企画・情報発信専門委員会においては，２００７年

度より行っているフェーズをまたぐ情報共有のあ

り方に関して，２００８年度は活動の第二段階とし

て，２００７年度に実施した基礎調査（計画・設計段

階における情報利活用に関する実態調査）を分析

の上，上流側情報作成の実態把握・整理，および

工事施工フェーズに引き継ぐ成果の調査（アンケ

ート，ヒアリングなど）を行う。

普及・改善専門委員会においては，電子納品

WGでは，２００７年度テーマの継続検討を進めると

ともに，電子納品要領の改定への対応を行う。電

子調達WGでは，２００７年度に延期となった電子契

約への対応や，統合PPIおよび新テクリスのフォ

ローを予定する。また，電子納品や電子入札等に

おける新たな課題があれば調査・検討し，対応し

たい。

CAD専門委員会においては，継続事業とし

て，２００８年度も，社会基盤情報標準化委員会傘下

の小委員会およびWGに委員を派遣し，協会とし

ての意見の提示，会員への情報提供を行う。ま

た，２００８年度も全国でCADセミナーを実施し，

会員への情報提供を行う。

以上に加え，新規事業としてSXF Ver．３．１を

巡る課題について実証実験を行い，会員への情報

提供を行う。

データ連携専門委員会においては，ライフサイ

クル間のデータ連携の基礎と考えられるGIS，プ

ロダクトモデルに関する検討を中心に活動を行

う。具体的には，２００７年度に継続してGIS講習会

の開催，プロダクトモデルの検討，GISの防災へ

の適用検討を中心とする。

GIS講習会は，支部委員会と連携を進め，初級

編・中級編・実践編とステップアップを図れるよ

うにする。

プロダクトモデルの検討では，道路を中心に道

路中心線形のプロダクトモデルの適用性の問題点

などを探る。GISの防災への適用では，作成した

ホームページを中心に今後のデータ連携のあり方

を探る。

協会としては，CALS／EC委員会と各専門委員

会の活動とともに，社会基盤情報標準化委員会な

どの対外活動を通じて，今後も公共事業のライフ

サイクル全般にわたる各事業プロセス間および関

係者間における効率的な情報の交換・共有・連携

の実現による生産性の向上を目指していきたい。

「建設分野におけるプロダクトモデルによる情報連携～プロダクトモデル読本～」の見開き部
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