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平成１８年１月１日発行（毎月1回1日発行）平成12年2月16日第三種郵便物認可 
 

　　　　　　　　　　　　皆様には、日頃からJACIC 
　　　　　　　　　　　の業務に対しご支援､ ご指導

　　　　　　　　　　　　を賜り、厚くお礼申し上げま 
　　　　　　　　　　　す。 
　　　　　　　　　　　　昨年は、設立20周年を迎え 
　　　　　　　　　　　るにあたり「新たな挑戦へ 
　　　　　　　　　　　設立20周年」をスローガンに 
　　　　　　　　　　　掲げ、建設コスト研究部・シ 
　　　　　　　　　　　ステム高度化研究部の設置等、 
　　　　　　　　　　　より一層の建設分野の情報化 
　　　　　　　　　　　のための基盤整備や普及に努 
　　　　　　　　　　　めてまいりました。今年も業 
　　　　　　　　　　　務改善と顧客満足の一層の向 
　　　　　　　　　　　上を図りながら、建設分野に

おける情報化の進展のために、情報システムの研究開発、
建設情報の提供、情報化の啓発・普及、建設マネジメン
ト技術の向上等について積極的に活動してまいります。 
一部具体的内容について紹介させていただきます。 
「JACICホームページ」では、情報を探しやすい画面
へとリニューアルを行い、「JACIC NET」は、お客様から
のアクセス数が過去最高の約33,000件/月を記録しました。 
建設情報の標準化は、第二次建設情報標準化推進三箇

年計画の半ばを過ぎ、フェーズ間の情報共有において具
体的な検討や実証実験の成果も現れつつあります。また、
アジア各国でも建設情報のIT化の取り組みが始まりつ
つあり、これらの国々との連携が今後重要となるので、
アジア各国の建設ITに関わるキーパーソンとの人的ネ
ットワークを構築するため、今年度から「アジア建設
IT円卓会議」と「アジア建設ITワークショップ」を（社）
土木学会と共催で開催する予定です。 
次期積算システムである「Web版積算システム」は、

今年中には公共工事発注機関の皆様に提供できるものと
予定しています。また、国土交通省が導入を試行してい
る「ユニットプライス型積算」に対応した積算システム
の構築及びデータ収集・分析の支援、並びに「公共工事
の品質確保の促進に関する法律（品確法）」に基づく「総
合評価方式」の採用支援や公共工事発注者側の審査等が
CORINSにおいて支援可能となるよう、工事成績評定関
連データ連携方法についての検討等に引き続き積極的に
取り組みます。 
「建設副産物情報交換システム」は着実に利用が拡大
しており、「建設発生土情報交換システム」も、公共工
事土量調査のシステムとして利用されるとともに、発生
土の工事間利用促進に貢献しているところであります。 
GISについては、導入、普及・啓発の支援に努めてま

いりましたが、最近では、維持管理や利活用にも目が向
けられ、オンライン、リアルタイム、高精度、共有・連
携等をキーワードとした、新たな展開を見るに至ってお
ります。 
CALS/EC関係業務では、電子入札コアシステムを平
成17年末で68団体に購入いただいておりますが、共同利
用者を含めますと、運用中115、運用準備中204、計319
の公共機関に導入されています。全国への普及促進の一
環として、平成17年度から発注案件の少ない公共機関に
も低コスト且つ短期間で導入が可能となる料金体系を新
設しました。 
電子入札の国際標準化については、UN/CEFACT（国
連・貿易簡素化と電子ビジネスセンター）のTBG6（建設・
建築部会）において、コアシステムをベースに構築され
たe-Tendering model.Ver.1.0（工事調達の電子入札国際
標準・第１版）が平成17年6月に正式に公開されました。 
国土交通省の入札説明書等の電子的な配布（ダウンロ
ード）、電子納品運用ガイドラインの改訂（平成17年８月）、
電子納品・保管管理システムの開発並びに無償公開（平
成17年10月）等の公共事業のIT化の推進の支援を行っ
ていくとともに、今後も地方展開を含め積極的に活動し
てまいります。 
また、CADソフト間のデータ交換標準（SXF）のISO
国際規格に準拠した開発に関わってきましたが、今後も
CADデータの高度利用に向けた開発を支援してまいり
ます。 
CORINS（工事実績情報サービス）関係業務では、平
成17年４月に技術者工事経歴検索機能を追加した
CORINS Ver.6.0をリリースし、技術者が過去に所属し
ていた会社での工事実績も含めて、公共機関において検
索できるようにしました。また、市区町村等への普及促
進のため、平成17年１月から公共機関を対象に「無料お
試しサービス」を始めるとともに利用料金見直しを実施
しました。 
TECRIS（測量調査設計業務実績情報サービス）につ
いては、500万円未満業務の登録や補償コンサルタント
業務の登録などの要望への対応などについて検討を進め
ています。 
以上新たな活動や大幅な進捗を予定するものなど活動
の一部を紹介させていただきましたが、本年も建設分野
の情報化に関する諸事業を着実に展開していく所存でご
ざいますので、一層のご指導とご支援をお願い申し上げ
ます。 

（理事長　豊田高司） 

新年のご挨拶 

 

 

 

理事長 

豊田高司 
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２００６.１月号 

 

JACICの平成17年３大ニュースが決まりました。 

 

1）JACIC設立20周年 

2）CORINSの技術者工事経歴検索システム運用開始 

3）建設コスト研究部、システム高度化研究部の設置 

 

その他に、「電子入札の国際標準制定」「電子入札コ

アシステムVer.4.1のリリース」「JACIC５ヵ年計画の策

定」「建設情報標準化セミナー2005の開催」「ユニット

プライス（舗装）試行」等がありました。 

 

（1）JACIC設立20周年 
当センターは、設立（昭和60年）以来、建設分野の情

報化及びITの活用を推進するため、産官学と連携を図

りながら、情報システムの研究開発、建設情報の提供、

情報化の啓発・普及活動等、建設分野の情報化に関する

諸事業を展開してきました。 

設立20周年を迎え、更なる貢献と新たな出発点として

位置づけ、「新たな挑戦へ」をモットーに、基幹産業を

より一層推進してまいります。 

設立20周年を期に以下の活動をしました。 

①設立20周年記念講演及びパネルディスカッション 

②研究助成事業成果フォローアップ調査 

③建設業界の情報化の現状調査 

④JACIC情報80号（設立20周年記念号）の発行 

 

（2）CORINSの技術者工事経歴検索システム運用開始 
平成17年4月、CORINS（工事実績情報サービス）に、

「技術者の工事経歴」の検索機能を追加しました。この

結果、複数の会社を移動した技術者の工事経歴も、同一

技術者の経歴として把握することができ、公共工事発注

機関は、建設会社の技術力の評価を会社の工事実績だけ

ではなく、在籍する技術者の工事実績（技術力）からも

できるようになりました。 

また、技術者の情報として、国家資格等の追加（1工

事の登録時に５資格まで記入可。資格として舗装施工管

理技術者等を追加。）、「継続教育（CPD）」の追加等、

技術者情報を充実しました。 

 

（3）建設コスト研究部、システム高度化研究部の設置 
平成17年４月１日、時代の要請に応えた公共土木工事

等におけるコスト管理手法に係る分野の業務の効率化を

図るため「建設コスト研究部」を、情報システム高度化

のニーズに応えるため「システム高度化研究部」を設置

しました。 

（企画調整部　参事　満田広司） 

 

 

平成17年　3大ニュース 

平成18年2月から建設技術審査証明検索システムが運用開始 
JACICでは、JACIC NETの「民間認定技術システム」

の提供及び「最新建設技術ガイドブック」の出版を通じ
て、建設技術審査証明事業等で審査証明された最新建設
技術の広報を実施してきました。 
最新建設技術をより広く周知するため、新たにインタ

ーネット上から利用可能な「建設技術審査証明検索シス
テム」の運用を開始します。 
「建設技術審査証明検索システム」では、これまで「民

間認定技術システム」または「最新建設技術ガイドブッ
ク」で取得できた 
①審査証明取得技術の概要 
②審査証明取得技術の保有会社等の連絡先 
③審査証明取得技術の適用実績 
　等の情報に加えて、 
④積算関連資料等（＊） 
の情報が検索できるようになります。 
本検索システムは、平成18年２月から運用開始の予定

ですが、既に平成17年11月から試行運用が開始されてお
り一部のデータが検索可能となっています。 
本検索システムは、以下のURLから御利用できます。 
　　http://www.jacic.or.jp/sinsa/kensaku/ 
なお、これに伴い「民間認定技術システム」と「最新

建設技術ガイドブック」は廃止しました。 
 
（＊）積算関連資料等は、審査証明書を取得された民間企 
　業等が、自らの責任において作成されており、その 

　　内容の紹介を希望された場合に、本検索システムの
関連リンク先である民間企業等のHPより情報を収
集することができます 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（企画調整部　参事　柳沢成一） 
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２００６.１月号 

積算システム情報サービスの活用状況について 
お話を伺ってきました 

今回お話をいただいたのは、（株）竹中土木の取締役工

事本部長の長島芳雄さんです。 

 

（株）竹中土木は平成13年に創立60周年を迎え、「最良

の作品を世に遺し、社会に貢献する」という経営理念の

もとに、建設工事をより良い豊かな環境づくりとして捉

えている会社です。 

竹中グループの一員として、環境保全と建設の共生を

ねらいとした「地球環境憲章」を平成7年に制定し、環

境にやさしい建設技術の展開と、環境と調和する作品づ

くりを目指し、土壌汚染等、環境分野の技術開発にも力

を入れています。 

地球規模での環境保全が求められている現在、品質第

一主義の経営方針のもとに、高品位な環境を創造するた

め、企画から設計、施工、メンテナンス・リニューアル

の全分野にわたって、一層の質の向上に努めているとい

うお話もうかがいました。 

 

―――積算システム情報サ－ビスの利用状況について 

当社では、各本支店で積算業務を行っておりますが、

積算システム情報サービスの主な利用という点につきま

しては２点挙げられます。第１点はコストパフォ－マン

スのメルクマ－ルとしての利用です。昨今の技術力によ

る競争という観点から、独自の積算基準による積算を行

っておりますが、コストパフォ－マンス評価の基準とし

て、国土交通省の積算基準による積算金額との比較を評

価のひとつとしております。 

第２点は改訂情報の検索で、過去の履歴を確認するの

に用いています。 

 

―――積算システム情報サ－ビス活用のメリットは？ 

積算システムサ－ビスは、積算基準の改定に連動して

常に最新版として提供されますので、最新版でのコスト

比較が常にできるという点がたいへん便利です。また、

基準改訂の内容は、自社システムの中で自動的に更新さ

れるのですが、部分的に過去の積算内容との比較を行う

場合等にはインタ－ネット上のウェブ（Web）で手軽に

検索できるサ－ビスなので、たいへん重宝しております。 

 

―――現状システムに対する要望は 

要望としましては４点ございます。まず第１に材料

費の入力です。手入力でよいのですが、これを可能に

していただければと思います。単価表を作成する際、

現システムでは材料費等を直接入力できないため、エ

クセルファイルに一旦変換した上で、再計算を行って

います。材料費等は地域性および数量等によって単価

が異なることが多いと思いますので、システム上で入

力することは難しいのかなと思いますが、システム上

で我々の手持ち単価を手入力することができれば、わ

ざわざエクセルファイルに変換しなくても良いので、

利便性は格段に向上します。 

第２は、単価表選択画面で基準書分類を選択した場

合も、ツリ－構造で表示していただければと思います。 

第３として、単価表作成を行うとき条件設定を行い

ますが、必要条件を最初に把握しておきたいという観

点から、全条件項目を最初の画面で表示していただけ

ればより使いやすくなると思います。 

第４は改訂情報についてです。我々建設会社は（財）

建設物価調査会発行の「国土交通省土木積算基準」を

用いることが多いので、そちらのページについても併

記していただくと、さらに利用しやすくなります。 

 

以上のように貴重なご意見をいただくことができま

したので、今後の検討課題にしたいと思います。 

ご協力、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （建設コスト研究部　主任研究員　岩　邦浩） 

 

お客様の声コーナー 

長島取締役工事本部長 
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２００６.１月号 

JACICは、（財）港湾空港建設技術サービスセンター

（SCOPE）と共同で、CALS/EC及び建設ITの展示会・

セミナーである『CALS/EC MESSE 2006』を2006年１

月26、27日に開催します。 

『CALS/EC MESSE 2006』は、公共事業分野におけ

るCALS/ECが本格的な実施段階を迎えている中で、公

共発注機関や建設関連企業の皆様を対象として、最新の

技術・製品情報を一堂に会して展示・紹介することによ

り、CALS/ECの発展・普及を目的としています。 

◆開催概要 

●名　称：CALS/EC MESSE 2006 

●テーマ：受発注者を強力にサポートする最新のCALS 

　　　　　/ECと建設ITを体感する2日間 

●開催日：平成18年１月26日（木）～27日（金） 

●会　場：東京・有明 TFTホール 

●主　催：JACIC、SCOPEによる共同主催 

●後　援：国土交通省 

●協　賛：（社）建設コンサルタンツ協会、（社）建築業

協会、港湾技術コンサルタンツ協会、（社）

国際建設技術協会、（社）全国建設業協会、（社）

全国測量設計業協会連合会、（社）全国地質

調査業協会連合会、地理情報システム学会、

（社）日本埋立浚渫協会、（財）日本測量調査

技術協会、（社）日本土木工業協会（五十音順） 

●出展社数：約60社 

●見込み来場者数：10,000名（前回実績8,339名） 

●主な出展：CALS/EC関連ソリューション、公共団体

向け各種システム、土木／測量／建築CAD、

土木／測量／建築アプリケーションソフト

ウェア、情報共有システム、各種管理支援

システム（ドキュメント／予算／工程／現

場ほか）、GIS、ASPサービス、ネットワ

ーク関連システムほか 

●入 場 料：無料（ただし、CALS/ECシンポジウムは、

受講料5,000円/名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆CALS/ECシンポジウム　定員300名 

国土交通省、地方公共団体、受注者をパネリストに、

『受発注者双方のメリットを生むCALS/ECの仕組みと

運用のゆくえ』をテーマにしたパネルディスカッション

及び建設業界の著名人による講演を実施。 

開催日：1/26（木）13：00～16：00（予定） 

会　場：TFTホール CALS/ECシンポジウム会場 

受講料：5000円/名 

申込方法：ホームページまたはパンフレットの受講 

　　　　　申込書による事前申込制 

◆導入事例セミナー　定員180名（新規企画） 

CALS/ECや建設ITの導入によって実現した業務効率

化など、効果的事例を紹介するセミナー。 

開催日：1/26（木）会場：TFTホール セミナー会場 

◆先進事例セミナー　定員180名 

建設分野における最新のIT活用事例やIT研究事例を

紹介するセミナー。 

開催日：1/26（木）会場：TFTホール セミナー会場 

◆実務者セミナー　定員180名 

現場の実務者を対象に、役立つ情報を提供するセミナー。 

開催日：1/27（金）会場：TFTホール セミナー会場 

◆建設IT＆CALS/ECソリューション展示ゾーン 

建設関連業、国及び地方公共団体等の発注機関を対象

に、本格的な業務の電子化の流れに対応するための

CALS/ECソリューション並びに建設ITに関する最新製

品／技術を主要企業・団体が展示。 

◆CALS/EC体験ゾーン 

電子入札コアシステム並びに入札情報サービス（PPI）

を実際に操作・体感できるコーナーのほか、着実に普及

が進むCALS/ECの最新動向などを紹介する主催者展示

ブース。 

◆テクニカルフォーラム 

展示会出展社が、製品／システムの活用事例、利用状

況などをわかりやすく解説するセッション。 

開催日：1/26（木）、27（金） 

会　場：TFT東館９階904、905室 

◆問い合わせ先 

CALS/EC MESSE 2006運営事務局（プロプラン内） 

　 TEL：03-5348-5881 　FAX：03-5348-5880 

　 E-MAIL：cals@proplan.co.jp 

　 CALS/EC MESSE 2006 ホームページ 

　 URL：http://www.cals.jacic.or.jp/event/2006/ 

（CALS/EC部　主任研究員　水田雅邦） 

「CALS/EC MESSE 2006」のご案内 

CALS/ECコーナー 

ジャンル 

CALS/EC  MESSE  2005（前回）の会場風景 
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２００６.１月号 

＜開催主旨＞ 

アジアの国々における建設産業は、自然災害が多い一

方で、経済活動が活発であり社会基盤施設の建設や維持

に対する社会的な要請が非常に高いなど、多くの共通点

を有しています。 

一方、建設産業のパフォーマンス向上のために情報技

術（IT）を体系的に適用しようと言う動きが各国で活

発になりつつありますが、これらは各国独自に実施され

ており、アジアを対象とする協調・連携の機運が高いと

は言い難いのも事実です。 

 

これらの状況を踏まえJACICでは、土木学会（情報利

用技術委員会）と共同で、アジア各国の建設ITに関わ

るキーパーソンを招聘し、各国建設業界におけるIT化

の状況をご紹介いただき現状認識の相互共有を行うとと

もに、アジア・建設・ITをキーワードとする今後の技術

開発・技術政策の方向性を討論することにしました。 

講師の方々は各国の建設IＴの第一人者の方ですので、

最新の各国事情が拝聴できると思います。皆様の多数の

ご参加をお待ちしております。 

「アジア建設ITワークショップ」開催のご案内 

 

基調講演 

講演１ 

講演２ 

 

講演３ 

 

講演４ 

講演５ 

講師 

柴崎亮介教授 

An Xuehui教授 

Ma Zhiliang教授 

 

Kim Inhan教授 

 

Woo Je-Yoon氏（予定） 

Lin Hui教授 

所属 

東京大学 空間情報

科学研究センター 

中国清華大学 

中国清華大学 

 

韓国Hyung-Hee大学 

 

韓国KICT 

香港中文大学 

講演内容 

イントロダクション：建設ITにおけるアジア諸国

の連携 

中国における建設ITの状況 

建設プロジェクトにおけるWebベースの情報基盤、

および情報交換標準について 

韓国における建設ITの成功と失敗：情報モデリン

グの観点からのアプローチ 

韓国における建設ITの概要と将来像：GIS/CALS/

ユビキタス技術の観点からのアプローチ 

国土管理におけるRS・GIS活用 

講師と講演内容： 

その他： 

●外国人講師については、日本語（同時通訳）による解説を予定しています。 

●外国人講師、および講演内容については一部変更の可能性があります。 

●申込は、下記ホームページもしくは当日会場にて承ります。 

　http://shiba.iis.u-tokyo.ac.jp/acit2006/ 

 

（標準部　主任研究員　河内　康） 

 

開催概要 

日　時：2006年１月27日（金）13：00～16：30（「CALS/EC MESSE 2006」同時開催） 

会　場：TFTホール500（東京・有明） 

　　 （http://www.tokyo-bigsight.co.jp/tft/map/map.html参照） 

主　催：（社）土木学会／（財）日本建設情報総合センター（JACIC） 

後援（予定）：国土交通省/国際協力機構（JICA）/国際協力銀行（JBIC）/アジア開発銀行（ADB）/（社）国際建設技術協会 

/（社）日本土木工業協会 /（社）建設コンサルタンツ協会 

定　員：約300名 

参加費：１万円 
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２００６.１月号 

1．はじめに 

国土交通省では、機械設備工事の電子納品要領に関し、

平成16年３月に要領・基準（案）を策定し、同年７月か

ら適用してきました。 

その後、実運用上の課題や他分野の電子納品要領・基

準の改訂もあり、平成17年10月に３つの電子納品要領・

基準（案）が改訂されました。 

 

2．改訂された要領・基準（案） 

今回改訂された要領・基準（案）は以下のとおりです。 

（1）工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編 

（2）土木設計業務等の電子納品要領（案）機械設備工事編 

（3）CAD製図基準（案）機械設備工事編 

 

3．改訂の概要 

改訂にあたっては、機械設備工事独自の内容を生かし

ながら、他分野との要領・基準との整合を図ることを基

本に、現行の電子納品要領・基準（案）の内容について、

各地方整備局や関係団体にアンケート調査を行い、その

意見も反映されました。具体的には、これまで記入が求

められていた「施設機器コード」について、請負者の負

担が大きすぎるといった意見などを踏まえて任意（別冊）

扱いとし、受発注者の協議で必要に応じて選択できるこ

ととなりました。 

なお、記入については、今年度中に運用ガイドライン

を作成し、判断基準を示す予定としています。 

このほか、フォルダ構成については、他分野と整合さ

せるため、従来の施工図フォルダ中の利活用の少ないデ

ータを削除し、施工図面・完成図フォルダ（CADファ

イル）に集約されました。 

さらに、これまで８工種としていた対象工種について

は、新たに、「車両計測設備」及び「ダム施工機械設備」

が追加され、計10工種となっています。 

 

4．適用開始時期 

今回、改訂された電子納品要領・基準（案）は、平成

18年４月１日以降に契約が締結される工事及び業務から

適用されます。なお、要領類は国土交通省国土技術政策

総合研究所のＷebサイト（http://www.nilim-ed.jp/）か

ら入手できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．おわりに 

今後は、今回改訂された要領・基準（案）の詳細な解

説をする電子納品運用ガイドラインの作成と機械設備工

事の電子納品チェックシステムの開発及び機械設備工事

の電子成果品が維持管理段階でどのように利活用される

べきかというデータ利活用に関する検討が予定されてい

ます。 

（CALS/EC部　電子納品室　研究員　石倉英明） 

標準化委員会の成果及び効果（第5回） 
機械設備工事電子納品要領・基準（案）の改訂 

 

 

図　工事完成図書の電子納品要領（案）機械設備工事編のフォルダ構成 

 JACIC便り 
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２００６.１月号 

建設分野におけるＩＣタグの活用（第10回・最終回） 
－建設分野での新しい活用のフィージビリティスタディ（２）及び今後の方針－ 

10回にわたって連載しましたこの記事も今回が最終回

になりました。ここでは、前回に引き続きフィージビリ

ティスタディの紹介と今後の方針について紹介致します。 

 

1．フィージビリティスタディ（続き） 

建設資材にICタグを付け、資材の出荷から、納入、現

場加工、設置、検査までの工事工程の一貫した管理を行

い、さらには、このICタグを施設完成後の維持管理など

に活用することにより、施設のライフサイクル管理に大

きく寄与することが考えられます。研究会では、建設資

材として鉄筋と足場材を選定し、ICタグによって得られ

る効果や課題を検討しました。 

１）建設資材（鉄筋）のライフサイクル管理 

ICタグ適用のシナリオ 

・設計－構造物の設計をICタグを付けた鉄筋（実体）と

設計図（モデル）の連携が可能になるようにプロダク

トモデルによる設計を行う。 

・調達－メーカでICタグを付けた鉄筋を生産し、プロダ

クトモデルと連携し工場での管理や配送管理を行う。 

・施工－プロダクトモデルと連携したICタグの情報によ

り加工、組立、設置、検査を行う。鉄筋施工後は、維

持管理のための情報をICタグに入力する。 

・維持管理－ICタグを利用し、前回の「橋梁の維持管理

支援」と同様のことが実施できる。また、施設の廃棄

時にもICタグを活用する。 

考えられる効果 

・鉄筋の情報を一元管理することにより、情報の再利

用が容易になるとともに作業の効率化が図られる。 

・プロダクトモデルと連携したICタグの情報により、

加工、組立、設置の作業が熟練者でなくても正確に

なる。施工時の情報をモデルに反映することにより、

工程の把握が正確・容易になる。 

・検査の迅速化・効率化が図られる。 

・資材管理が効率化される。 

・維持管理においては、「橋梁の維持管理支援」と同

様の効果が得られる。 

課題 

前回に記述しました課題と同様のもののほかに、施

工時の取り扱いに耐えるICタグの強度や構造物のライ

フサイクルに耐える耐久性の確保が課題としてあげら

れます。また、鉄鋼材料に共通な鉄による読み取りへ

の影響の解消も課題です。これらの課題の解消のため

には施工中にICタグを付け替えざるを得ない可能性も

挙げられます。 

２）仮設材（足場材）のライフサイクル管理 

足場材は、建設会社やリース会社などの機材センタ

ーに設計に基づき、注文され工事終了後に返却され、

数多くのものが繰り返し試用される特徴を持っています。

類似の一般分野の事例では、レンタル会社等における

商品管理でICタグが活用されている事例もあり、ここ

では、これを応用し、足場材にICタグを付け保管、配

プロダクト 
　　モデル 

「ICタグ」 

施 工 
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２００６.１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 
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/

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1８年１月１日発行　第三種郵便物認可 

 

電子入札に関し、ヘルプデスクへ寄せられた問い合せ

の主なものについて、紹介します。これらは、ホームペ

ージ（http://www.e-bisc.go.jp/）のＦＡＱ（よくある質

問と答え）にも掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

回　　　答 

接続確認は、端末で電子入札システムが正常に動作するかを確認し

て頂く作業ですので、ご用意頂いた全端末にて実施して下さい。バ

ックアップ用端末も電子入札システムが正常に動作するかを確認し

ておく必要がありますので、接続確認を実施しておいて下さい。ま

た、接続確認実施後も回線や端末の環境が変更となった場合は、そ

の都度実施して下さい。 

同じ整備局の事務所であれば「Ctrl」キーを押下しながら事務所名

をマウスでクリックすると、複数の事務所を選択することが出来ま

す。異なる整備局の事務所は同時に選択することは出来ません。 

利用者登録では、案件に参加する調達機関ごとに利用者登録を行う

必要があります。利用者登録にて登録した情報は、調達機関ごとに

管理されます。複数の調達機関に参加される応札者は、それぞれの

調達機関において利用者登録を行って下さい。また各調達機関への

利用者登録は１枚のICカードにつき１度実施して頂ければ結構です。 

質　　　問 

バックアップ用端末でも接続

確認を行う必要がありますか。 

 

 

 

 

案件の検索条件を設定する際、

複数の事務所を選択すること

はできますか。 

本運用利用者登録は何度実施

すればよいのですか。 

項　目 

工事・業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品・役務 

e-BISCコーナー 

（e-BISCセンター　次長　池田　護） 

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。 11月のニュースから 

【公募情報（国・公団等）】   198件 

　【公募情報（地方公共団体）】  761件 

送、現場での組立、返却、検査に試用した場合の効果、

課題について検討しました。 

効果としては、架設材の確認・管理（数量、使用回数）

の効率化が図られ、プロダクトモデルを作成した場合に

は、ICタグとの連携により、確実な組立作業が可能にな

ることが得られました。課題としては、現状では、現場

において厳密な管理が行われておらず、また、一部の設

計のみでしかプロダクトモデルの活用が行われておらず、

今後のより高度な架設材の管理や組立と、ICタグ使用の

コストパフォーマンスの検討が必要なことが挙げられて

います。 

 

3．今後の検討方針 

・フィージビリティスタディの中から現場での実証実験

に移るものの選定 

・選定後、研究会の再開 

・建設分野での普及に向けてのより高度な検討

 

4．おわりに 

10回にわたり、JACICが設置した「ICタグの建設分

野での活用に関する研究会」（座長：室蘭工業大学　矢

吹信喜助教授）の成果を紹介してきましたが、建設分

野の効率化や高度化に関して読者の皆様のお役に立て

ば幸いです。おわりになりましたが、検討に取り組ん

でいただいた研究会の委員の方々と、ヒヤリングや資

料提供にご協力いただいた方々に感謝のお礼を申し上

げます。 

（（株）日建技術コンサルタント　副社長　　　　　 

前JACIC建設情報研究所　近畿支所長　益倉克成） 
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