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ニュースと解説 

 

　2004年９月24日に電子入札コアシステム（以下「コア

システム」）がAFACT（貿易促進および電子ビジネス

のためのアジア太平洋会議）および台湾経済省が主催し

た2004 eASIA Week において、2004eASIA Awardを

受賞しました。  

 

１．AFACTとeASIA Award  

　AFACTは国連欧州経済委員会の下部組織である

UNECE/WP4（貿易手続簡易化作業部会：UN/CEFACT１）

の前身）によってUN/EDIFACT２）の普及、開発を地

域ごとに推進するために指名された地域専門家を支援す

るため組織されました。AFACTにはアジア太平洋地域

からオーストラリア、台湾、インド、インドネシア、イ

ラン、韓国、マレーシア、モンゴル、中国、パキスタン、

フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ、ベトナ

ム、日本の16カ国が参加しています。 

　2004 eASIA Awardは、アジア・太平洋地域内の電子

ビジネスに関する顕著な貢献を認める活動に対して、「貿

易施設部門」、「電子ビジネス公共部門」、「電子ビジネ

ス民間部門」、「デジタル技術格差の是正」の４部門で

表彰が行われました。 

１）国連による行政、商業、運輸のための実務と手続

き簡易化センター  

２）国連による行政、商業および運輸のための電子デ

ータ交換規則  

 

２．コアシステム  

　（財）日本建設情報総合センター（JACIC）および（財）

港湾空港建設技術サービスセンター（SCOPE）は、全

国の公共発注機関が共通して使える電子入札システムと

してコアシステムを開発・提供しています。開発にあた

っては、電子入札コアシステム開発コンソーシアムを組

織し、公共発注機関の御要望を改良仕様に取り入れると

ともに、最新のＩＴ技術を導入し開発しています。本年

6月には、機能の充実や処理能力の向上を図ったVer.4を

リリースしました。現在、国土交通省を初めとする中央

省庁や地方公共団体など52の機関で採用されています。

また、UN/CEFACTにおいて進められている電子入札

国際標準策定の取り組みでは、日本が幹事国となりコア

システムをベースにした国際標準の提案を行っています。 

３．表彰の経緯  

　コアシステムは、アジアの地域専門家により「電子ビ

ジネス公共部門」に推薦されました。電子ビジネス公共

部門は、ＩＴ技術を活用する優れた公共プロジェクトや

電子政府を推進する上での標準化の取り組みを対象にす

るものです。 

　推薦に伴いコアシステムの詳細資料を提出しeASIA 

Award事務局による書類選考が行われました。  

　その結果、コアシステムはセミファイナリストに選出

され、9月22日から24日まで台北（台湾）で開催された

2004 eASIA Weekの中で行われた2004 eASIA Award

最終審査会及び表彰式に招待されました。 

 

４．受賞  

　最終審査会にて、JACICよりファイナルプレゼンテー

ションを行い、最終選考の結果、電子政府を推進する上

での標準化や国際貢献の取り組みの点から高く評価され、

受賞が決定し表彰を受けることとなりました。この部門

では日本で初めての受賞となります。授賞式には、豊田

理事長を初め、石河理事、加本室長他が出席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．今後の展開  

　コアシステムは、昨年度、国土交通省において約３万

件の工事・業務に関する電子入札が実施されました。物

品・役務についても、国土交通省では、来年度に一般競

争入札および指名競争入札を対象に電子入札を完全実施

される予定です。このような数多くの使用実績を基に、

コアシステムは、今後とも、多くの公共発注機関で使い

良いシステムとなるよう改良が進められます。 

今後も関係各位のご支援をお願いいたします。 

（CALS/EC部　主任研究員　石山敏雄） 

コアシステム2004 eASIA Award受賞 
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２００４.１１月号 

　本年８月15～17日に『建設ITと建設マネジメントに

おける先進的戦略とテクノロジー』をテーマにした初め

ての本格的な国際建設ＩＴコンファレンスが中華人民共

和国清華大学において開催され、５カ国（中国、日本､

アメリカ､オーストラリア、韓国）、約120名の参加者に

よる活発な意見交換が行われました。 

　JACIC・SCOPEでは、今後のアジアの建設ＩＴ発展

の中心的役割を果たすべく、豊田、川島理事長ほか、関

係団体、業界などと合わせて、全体で21名が参加しました。 

 

１．ICCI2004 

　ICCI2004は、建設ＩＴに関する中国と世界各国の行

政官、企業家、学者とのコミュニケーションを通して、

経験と知恵の交流を図ることを目的に中国北京市の清華

大学土木工学部（事務局長　安雪暉教授）が主催し、中

国建設部、水利部、土木工程学会、水利学会及びJACIC、

SCOPE、（社）日本土木学会（JSCE）、東京大学など関

連機関、団体の後援により開催されました。 

　JACICからは今後急速な進展が期待される中国建設Ｉ

Ｔ分野の動向を踏まえ、JACIC・SCOPEが開発した電

子入札コアシステムや、JACICが中心に進めているＣＡ

Ｄデータ交換標準やGIS研究などの検討成果を発表しま

した。 

 

２．会議の報告 

　プログラムは、清華大学副学長及び高知工科大学岡村

学長による開会挨拶の後、豊田理事長が「JACICの日本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

における建設ＩＴの取り組みと活動状況」について基調

講演を行いました。４部門からなる論文（64編）のうち、

JACICはCALS/EC部,GIS研究部から以下の３編を発表

しました。 

（１）建設ＩＴの推進戦略部門 

（２）情報システムの推進と応用部門では、 

「電子入札コアシステムの概要」をCALS/EC部

鈴木次長が、 

「３次元電子地図を活用した洪水氾濫シミュレー

ションの事例紹介」をGIS研究部堀野部長が行い、 

（３）建設ＩＴに対する支援技術部門では、「CADデー 

タ交換標準の取り組み」をCALS/EC部宮永主任

研究員が行いました。 

（４）有限要素法とシミュレーション技術の応用部門 

　会議期間中に並行して展示されたCADベンダーによ

る建設ITも大変盛況であり、第１回国際会議は成功裏

に終了しました。 

　また、次回の会議開催については、開催時期を含め、

今後関係者間で調整を行うこととなりました。 

 

３．中国政府へのJACIC事業紹介  

　会議終了後、豊田理事長は、日本大使館、JICAの協

力を得て、中国建設部（頼司長）、水利部（高司長）と

会見を行い、建設ＩＴ情報の活用やCORINS/TECRIS

事業、GIS研究などの活動状況を紹介しました。中国側

からはＩＴ技術を活用した流域管理やGIS及びCORINS

データベースの入札への活用方法など、中国のＩＴ情報

センターの充実を図るため、JACICに対し再度訪中の協

力要請がありました。 

　なお、今回は平成14年11月及び12月に電子入札システ

ム導入調査で訪問した中国鉄道部、清華大学に続く３度

目の訪問でしたが、中国における本格的な電子入札シス

テムの導入は今後の課題とのことでした。 

 

４．おわりに 

　本会議の前後に企画された三峡ダム（揚子江）建設現

場やチャイナオペラハウス建設現場などでの視察を通じ

て、中国政府の「ＩＴによる工業化の促進、工業化によ

るＩＴの促進」の意欲的な取り組みを感じました。また、

2008年開催の北京五輪、2010年開催の万国博覧会を目指

し活発な住宅・建設投資が行われている発展著しい中国

が印象的でした。 

（CALS/EC部電子納品室　次長　河北慶介） 

CALS/ECコーナー 

第1回国際建設ITコンファレンス及び建設IT展示会 
（ICCI2004）北京で開催 

基調講演中のJACIC豊田理事長 
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２００４.１１月号 

　JACICでは、最近５年間に評価・証明を受けた技術を

掲載した「2004最新建設技術ガイドブック」を10月下旬

に発刊する予定です。 

　本書には、以下の３種類の最新技術を掲載します。 

１）建設省が公募した課題に対し、民間が研究開発し

た技術を評価して公表する「建設技術評価制度」（平

成９年度以降休止、全技術が５年以上経過してい

るため一覧のみの掲載）。 

２）民間において自主的に開発された技術を建設大臣

が認定した機関が審査証明して公表する「民間開

発建設技術の技術審査・証明事業」（平成13年１

月６日廃止）。 

３）民間において自主的に開発された新しい建設技術

を建設技術審査証明協議会の会員である国土交通

省所管の14の公益法人が技術審査及び証明を行い

公表する「建設技術審査証明事業」（平成13年１

月10日設立）。 

　平成15年度には「建設技術審査証明事業」により98技

術が審査証明されましたが、本書には新技術として59技

術を掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 

　 

　○定価：1,500円（本体価格1,429円） 

　○問い合わせ先：企画調整部 

TEL.03-3584-2404　FAX.03-3505-2966 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

「2004最新建設技術ガイドブック」発刊予定 

JACIC便り 

　国土交通省所管の14の公益法人が組織する建設技術審

査証明協議会では、民間において自主的に開発された新

しい建設技術の活用促進に寄与することを目的として、

｢建設技術審査証明事業｣を行っています。この事業は、

新技術に関する「技術審査」及び「証明」を行い、あわ

せて「普及活動」に係わる活動を行うものです。  

　建設技術審査証明協議会では、平成15年度に審査証明

された各分野の優れた建設技術を紹介し、その利用促進

を図るため、技術報告会を開催します。 

　なお、本報告会は、土木学会CPDプログラムとして

認定されています。また、会場では、JACICで発行して

いる「2004最新建設技術ガイドブック」を無料配布する

予定ですので、是非ご参加ください。 

 

建設技術審査証明第３回技術報告会概要 

日　時：平成16年11月16日（火）　10：30～17：00 

　　　　　　　　　　17日（水）　10：00～15：30 

場　所：五反田TOCビル13Ｆ 

（東京都品川区五反田７－22－17） 

内　容：①審査証明書取得技術の報告 

　　　　②審査証明書取得技術の展示 

聴講料：無料 

後　援：国土交通省（予定）他 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

１．はじめに 

　シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の資

格制度が、平成３年度に創設され、今年度で14年目とな

りました。昨年に引き続き、国土交通省後援の下、

RCCM資格試験に関する講習会を、９月に全国12会場で

開催しました。 

　本年度は問題演習の講義時間を15分延長し、内容の充

実を図りました。平成14年度講習会から準備した解答集

に、平成15年度の問題を掲載する等によるテキスト内容

の充実を図りました。 

 

２．申込み状況と出席状況 

建設技術審査証明第3回技術報告会のご案内 

　当書籍は、全国主要書店及

び政府刊行物取扱所でお求め

いただけます。書店等で注文

される場合は、「東京官書普

及㈱取扱いの書籍」と言って

ください。また、当センター

へ直接お申し込みされても、

お求めいただけます（賛助会

員以外は、送料が別途かかり

ます）。 

平成16年度ＲＣＣＭ資格試験講習会終了 

開催地 

札　幌 

仙　台 

東京１ 

東京２ 

東京３ 

新　潟 

名古屋 

大　阪 

広　島 

高　松 

福　岡 

沖　縄 

開催日 

9/22（水） 

9/22（水） 

9/13（月） 

9/14（火） 

9/27（月） 

9/15（水） 

9/09（木） 

9/15（水） 

9/17（金） 

9/09（木） 

9/17（金） 

9/10（金） 

申込人数 

333 

222 

437 

190 

166 

90 

314 

428 

161 

148 

339 

115 

2,943

出席者数 

288 

198 

407 

180 

145 

70 

276 

395 

142 

130 

293 

96 

2,620合　　計 

申込状況と出席状況 
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２００４.１１月号 

平成16年度研究助成事業のテーマ決定 
　当センターでは、財団の寄附行為に適合した研究企画

案に対し、平成10年から研究助成事業を行っています。

平成16年度の研究助成事業は、応募期限の８月31日まで

に24件のご応募をいただきました。審査会は９月13日に

開催し、審査の結果、下記の10件について研究助成を実

施することとしました。 

 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

平成16年度研究助成対象者（敬称略） 

関西大学　総合情報学部 
　　　教授　　　古田　均 

広島工業大学　環境学部　環境情報学科 
　　　教授　　　菅　雄三 

東京大学　空間情報科学研究センター 
　　　教授　　　柴崎　亮介 

広島大学大学院　教育学研究科　 
社会認識教育学講座　　 
　　　助教授　　前杢　英明 

千葉大学　園芸学部　環境立地学研究室 
　　　助手　　　林　恩美 

慶應義塾大学　環境情報学部 
　　　助教授　　厳　網林 

金沢大学環境・建築学部　環境土木学科 
　　　教授　　　中村　一平 

武蔵工業大学　工学部　都市基盤工学科 
　　　教授　　　皆川　勝 

香川大学　工学部 
　　　客員教授　大林　成行 

新潟大学　理学部　自然環境科学科 
　　　教授　　　山岸　宏光 

テ　ー　マ　名 

道路維持管理分野における建設プロダクトモデルの構
築と適用性に関する研究 

地球観測衛星情報を導入したリアルタイム環境・災害
監視用データモデルの構築 

建設行政を対象とした共通情報オブジェクトのデザイ
ン手法 

GISを用いた建造物の三次元データベースの構築 

GISデータとWeb3Dテクノロジーを利用したインター
ネット上での景観可視化・評価システムの開発 

住民主体とした里山景観保全活動のためのGISモデルの
開発と実証実験 
 
建設情報における価値形成過程の研究 
 

電子納品データの再利用支援に関する研究 
 
アドホックタイプのセンサネットワークを導入した新
しい空間データの収集・管理・提供方法の開発 

土砂災害の調査法とデータベース化に関する研究 

区分 

指定課題 
１－１ 

指定課題 
１－１ 

指定課題 
１－２ 

指定課題 
２ 

指定課題 
２ 

指定課題 
２ 

指定課題 
３ 

自由課題 
 

自由課題 
 

自由課題 

（注）指定課題一覧 

指定課題１　データモデルに関する研究 指定課題１－１　プロダクトデータモデル構築 

指定課題１－２　空間データ流通 

指定課題２　GISを用いた「美しい国づくり政策」の実現手法に関する研究 

指定課題３　建設情報の価値計測及び価格設定手法に関する研究 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

（企画調整部　副参事　小林保江） 

　平成16年度から、JACICが必要としているテーマを指定課題として指示し、従来の自由課題と別に研究助成を実施

することとしています。 

　本年度の出席率は 89.0％になり、台風の大きな影響も

無く無事終了しました。 

３． おわりに 

今後も、ＲＣＣＭの普及と技術向上を目指し、講習内容

の充実に努めて参ります。 

　なお、平成16年11月14日に行われる試験の合格発表は

平成17年3月1日JACICのホームページにおいても掲載し

ます。 
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２００４.１１月号 

　今月はJACIC NETのデータベースのうち、「主要資材

価格」と「トンネル」について紹介します。  

①「主要資材価格」 

　「（財）建設物価調査会」と「（財）経済調査会」から提

供される、全国16都市の主要資材約110品目の価格推移

を収録しています。「単価」の他に「前回比」「前年同

月日」「４月比」なども掲載しています。図－1に示す

検索画面で検索が可能で、検索項目は表－1のとおりで、

更新頻度は１回／月となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　例えば、平成16年度東京地区の普通セメント（バラ）

の検索結果は図－２のとおりになります。　  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②「トンネル」 

　このデータベースは、国内および海外のトンネル（施

工中も含む）の、工事名、場所、用途、発注者、工期、

施工者、請負金額、トンネル諸元、地質、掘削工法、支

保工、補助工法、特記事項を収録しています。現在のデ

ータ数を、用途別にまとめると表－２のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

　図－３に示す検索画面で検索していただくと、図－４

に示すように、トンネルの詳細情報がご覧になれます。

更新頻度は１回／年です。是非利用してみて下さい。ま

た非会員の方は、以下のURLより３日間有効な「試用申

し込み」をご利用下さい。 

http://www.jacicnet.jacic.or.jp/j00/try/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（情報管理部　副参事　諏訪　至） 

JACIC NETメニュー紹介（4） 

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

図－４　トンネル　検索結果画面 

図－３　トンネル　検索画面 

表－2　用途別データ数 

図－２　主要資材価格　検索結果画面 

表－1　検索項目内容　検索項目 

図－１　主要資材価格　検索画面 

検索項目 

情報提供者 

資材分類 

 

 

 

 

名称規格 

都市 

 

 

年度 

用　　　　　途 

鉄道トンネル 

道路トンネル 

水路トンネル 

導道・管路トンネル 

その他のトンネル 

合　　　　　計 

データ数（件） 

  1,010 

  3,021 

  5,734 

    640 

    929 

11,334

内　　　容 

建設物価調査会、経済調査会 

鉄鋼・鉄鋼２次製品、セメント・生

コン、コンクリート用骨材・道路用

砕石、道路舗装材、コンクリート２

次製品、木材、合板、建築材料、電線・

電線管、配管材、スクラップ、燃料油 

各規格値 

札幌、盛岡、仙台、新潟、金沢、東京、 

長野、静岡、名古屋、大阪、岡山、 

広島、高松、福岡、熊本、那覇 

平成５年～平成16年 
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２００４.１１月号 

１．はじめに 

　CAL S / E C資格制度は、地方公共団体等への

CALS/ECの普及･推進のための人材育成及び情報の普

及を図ることを目的に創設したものです。平成13年6月

に国土交通省が策定した｢CALS/EC地方展開アクショ

ンプログラム（全国版）｣において、地方公共団体等へ

の支援策の一つとして位置づけられ、平成13年７月から

スタートしました。 

　この仕組みは、JACIC理事長が資格認定を行い、指定

機関である(社)建設コンサルタンツ協会が試験の実施及

び資格登録を担当しています。 

　CALS/EC資格制度には、以下に示す２種類の資格が

あり、それぞれ資格の種類に応じた役割があります。  

（１）CALS/ECエキスパート（RCE）試験 

 

 

 

 

 

 

 

（２）CALS/ECインストラクター（RCI）試験  

 

 

 

 

 

 

 

　これまでに資格登録された方は、RCEが262人、RCI

が1,891人となっています。（平成16年８月15日現在） 

 

２．平成16年度資格試験の実施状況と結果 

　平成16年度も引続き、RCE試験及びRCI試験の２種類

の試験を実施しました。 

試験の概要は以下のとおりです。 

（１）RCE試験概要  

 

 

 

 

（２）RCI試験概要 

 

 

 

 

　各々の試験の実施状況及び結果は右表のとおりです。 

　今年度もRCE試験及びRCI試験ともに、多くの方の受

験申込みを頂きました。受験者の資格取得ニーズが高い

と思われます。 

（１）RCE試験実施状況と結果　　　　　　　（人、％） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）RCI試験実施状況と結果　　　　　　　　（人、％） 

 

 

 

 

 

 

 

　しかし試験結果をみると、受験者の実力差が合否には

っきり現れておりました。来年度以降受験を希望される

方は、テキストや演習問題を事前に学習するなどしっか

り対策を立てて試験に臨まれることが合格への近道であ

ると思われます。 

 

３．おわりに 

　今回RCI試験受験者に対するアンケート調査を実施し

ています。この調査結果を参考に今後一層の試験制度の

充実や普及に努める予定です。 

　なお、平成16年度の合格発表を去る９月30日に行いま

した。下記ホームページの「平成16年度CALS/EC試験

結果について」のページに受験番号及び統計資料が掲載

されております。 

http://www.cals.jacic.or.jp/cals-sikaku/cals01.htm 

　また、CALS/EC資格制度全般に関する情報は、下記

ホームページに掲載されております。そのなかの「資格

登録者の活用」ページには、RCE、RCIの名前や講師経

歴等が掲載（公開に同意された方のみ）されており、各

種講習会・セミナーを企画する際に活用いただけるよう

になっています。 

http://www.cals-ec.info/ 

　最後に、晴れて合格された皆様には、RCEまたはRCI

に資格登録をしていただき、地方公共団体等への普及・

推進に活用される機会が多く訪れることを期待してい 

ます。 

（CALS/EC部　主任研究員　山木宏文） 

平成16年度CALS/EC資格試験の実施と結果 

 

受験資格 

 

試験方法 

資格取得

者の役割 

公共事業執行プロセスを理解している者（実務

経験６年以上）で、CALS/ECに関して十分な

知識及び経験を有する者又はRCI資格取得後１

年以上経た者。 

書類審査及び面接試験 

大規模なセミナー、講習会等の講師や、地方公

共団体等へのCALS/EC導入支援業務。 

受験資格 

試験方法 

 

資格取得

者の役割 

CALS/ECの知識を保有する者で、年齢が20歳

以上（試験実施年の4月1日現在）の者。 

講習会及び筆記試験 

地方公共団体並びに独自で講習・教育が困難な

中小の企業・団体等に対するCALS/EC推進・

普及のアドバイスや職場における小規模なセミ

ナー、講習会等の講師。 

募集期間 

試験日 

試験地 

平成16年４月１日（木）～４月30日（金） 

平成16年６月28日（月）～７月 ６日（火） 

東京、大阪 

募集期間 

試験日 

試験地 

平成16年４月１日（木）～４月30日（金） 

平成16年７月31日（土）～８月１日（日） 

東京、大阪 

試験地 

東京 

大阪 

合計 

受験者 

（b） 

  82 

  34 

116

申込者 

（a） 

  86 

  38 

124

合格者 

（c） 

41 

13 

54

受験率

（b/a） 

95.3 

89.5 

93.5

合格率 

（c/b） 

50.0 

38.2 

46.6

試験地 

東京 

大阪 

合計 

受験者 

（b） 

  807 

  784 

1,591

申込者 

（a） 

  849 

  840 

1,689

合格者 

（c） 

426 

442 

868

受験率

（b/a） 

95.3 

93.6 

94.4

合格率 

（c/b） 

52.8 

56.4 

54.5
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２００４.１１月号 

　電子入札（物品･役務）の試行運用が平成16年９月27

日（月）から開始されました。 

　e-BISCセンターでは、工事･業務及び物品･役務のヘ

ルプデスクへ寄せられた問合せの主な内容は、このペー

ジで紹介するとともに、ホームページ（http://www.e-

bisc.go.jp/）のFAQ（よくある質問と答え）に掲載して

います。 

１．平成16年度 建設技術研修会（鹿児島） 

　平成16年６月４日に鹿児島県内の県市町村職員（社団

法人全日本建設技術協会の会員）約200名を対象に「平

成16年度 建設技術研修会」が開催されました。（共催：

（財）鹿児島県建設技術センター、鹿児島県土木部、鹿

児島県土木協会、鹿児島県建設技術協会） 

　「CALS/EC地方展開アクションプログラム（九州地

方版）」の、「公益法人等による支援（建設技術センタ

ー等への技術支援）」に基づき、（財）鹿児島県建設技術

センター上原理事長の依頼により、JACIC九州地方セン

ターは「CALS/EC導入のための環境設備と実務」と題 

しましてCALS/ECの概要・電子入札・電子納品等につ

いて説明を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．平成16年度特別専門（電子入札）職員研修（長崎県） 

　平成16年５月11日にCALS/EC地方展開アクションプ

ログラム（九州地方版）に記載されている、「公益法人等

による支援（建設技術センター等への技術支援）」に基

づき、（財）長崎県建設技術研究センター真崎理事長の依

頼により、長崎県土木部の職員約25名対象の「電子入札

コアシステムの操作講習会」に説明者として参加しました。 

　電子入札コアシステムサーバーとクライアントPC20

台で、出席者の方にPCを操作して頂き、電子入札の操

作練習を行いました。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

e-BISCコーナー 

項　目 

電子入札

システム 

 

 

 

物品・役

務 

質　　　問 

代表者が変わり、ICカードを

新しく購入しました。「ICカ

ード更新」機能は利用できま

すか。 

 

物品・役務で新規利用者登録

する際に表示される「資格審

査情報検索」画面の「登録番

号」と「商号又は名称」には

何を入力すればよいのでしょ

うか。 

回　　　答 

旧ICカードと新ICカードの「ICカード取得者氏名」が異なる場合は、「IC

カード更新機能」をご利用頂くことはできませんので、新規に利用者登

録を行ってください。「ICカード更新機能」は旧ICカードと新ICカー

ドの「企業名称」、「企業住所」、「ICカード取得者指名」、「ICカー

ド取得者住所」が同一である場合にご利用頂けます。 

「登録番号」と「商号又は名称」には総務省発行の「資格審査結果通知

書」に記載されている業者コードの番号と登録されている名称を入力し

て下さい。 

また、「名称」には略号を使用せず、全省庁統一資格審査に登録されて

いる名称を入力してください。詳細はe-BISCセンターホームページの「電

子入札システム（物品･役務）使用文字に関する注意点」をご参照下さい。 

［例］（株） ⇒ 株式会社 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 

九州地方センター活動報告 

長崎県操作講習会写真 

建設技術研修会写真 

　出席者の

方々は電子

入札コアシ

ステムの操

作方法や、

国土交通省

の電子納品

運用の事例

を真剣に受

講していま

した。 
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２００４.１1月号 

お問い合わせ・ご意見等はお気軽に当センターにご連絡ください。 

■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 
E-mail : admin@jacic.or.jp       JACICホームページ http : //www.jacic.or.jp

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

ISO9001 登録 

MSA－QS－2368

JACIC news　平成16年11月1日発行　第三種郵便物認可 

３．九州地区各県・市の皆様へ 

　発注者である九州地区の各県・市では、電子

入札コアシステムの導入検討・開発及び、運用

をされているかと存じます。電子入札に関する

説明会、操作研修等についての要望がございま

したら、お気軽にJACIC九州地方センターまで

ご連絡して下さい。  

　また、受注者（業団体）の方々も同様に、講

習会等についての要望がございましたらご連絡

して下さい。（JACIC九州地方センターでは、「Win

版電子入札コアシステム５台」での操作体験が

できます。） 

ニュースの詳細については、JACIC NETの「過去記事」を検索していただ 
くと記事内容が表示されます。 9月のニュースから 

【建設行政ニュース】 
３日　主要建設資材需給・価格動向調査結果〈平成16年８月

１～５日現在〉　　　　　　　　　　　（総合政策局） 
21日　科学的な分析に基づく成果志向の道路交通事故対策の

推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路局） 
24日　堤防等の河川管理施設の緊急点検結果について 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（河川局） 
28日　［雲仙岳］溶岩ドームの詳細な形状が明らかに 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土地理院） 
29日　防犯パトロール車への青色回転灯を認める仕組みにつ

いて　　　　　　　　　　　　　　　（自動車交通局） 

【地方整備局ニュース】 
６日　経営相談員（建設業再生アドバイザー）の設置につい

て　　　　　　　　　　　　　　　（四国地方整備局） 
９日　柏崎地区における高速道路料金割引実験の実験結果速

報について　　　　　　　　　　　（北陸地方整備局） 
10日　「環有明・川のクリーンアップ作戦」を実施しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　（九州地方整備局） 
13日　ミュージカル「みちぶしん」滋賀公演開催決定！ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（近畿地方整備局） 
13日　こんな技術ありませんか？　特許技術や民間の独自技

術を公共工事へ積極的活用　　　　（中部地方整備局） 
27日　「湾岸習志野インターETC料金割引社会実験」の実施

について　～湾岸習志野IC！　ETC割引　３ヶ月５
割７km～　　　　　　　　　　　（関東地方整備局） 

【公募情報（国・公団等）】  　132件 
 【公募情報（地方公共団体）】　921件 

電子入札コアシステム体験機器環境構成図 

九州地方センターの電子入札操作体験システム構成図 

ICカードリーダ 
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