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平成１９年５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 

JACICは平成19年３月26日に第59回理事会を開催し、

平成19年度事業計画及び平成19年度収支を決定しました。

平成19年度事業計画の概要を以下に紹介します。 

なお、全文は、当センターのHPに掲載してあります。

　　　 

『平成19年度事業計画』（概要） 

JACICは建設分野の情報化を促進することを目的に昭

和60年11月に設立されて以来、国土交通省が進めている

行政の情報化及びITの活用の推進施策を踏まえ、産学官

との連携を図りながら情報システムの研究開発、建設情

報の収集と提供、情報化の啓発・普及活動等の諸事業を

展開している。 

平成19年度においては、社会資本を効率よく提供し利

活用するため、建設分野の状況を的確に把握し、建設情

報標準化及びCALS/ECアクションプログラムの推進並

びに情報技術の利用推進を図る。また、透明性ある入札

システムの提供等による調達プロセスの改善、「公共工

事の品質確保の促進に関する法律」（品確法）への適切な

対応等により建設分野の生産性向上と安心して安全に暮

らせる社会の実現に向け、研究・開発・情報提供等を一

層推進することとし、新規着手及び重点実施を予定して

いる項目は以下のとおりである。 

 

（１）情報の標準化 

・第３次標準化推進計画の策定と推進 

・電子成果品に関する研究開発 

・LCDM（ライフサイクルデータマネジメント）活動 

 

（２）CALS/ECアクションプログラムの推進 

・CALS/ECアクションプログラム2005の展開支援 

・次期CALS/ECアクションプログラム（仮称）の検討 

・電子納品成果品と関連業務との連携及び利活用に関す

る調査・研究 

・入札説明書等ダウンロードシステムの導入支援 

・電子契約の導入に関する技術的支援 

（３）情報技術の開発による建設分野の効率化 

・Web版積算システム、XML型式の積算データの運用及

び普及活動 

 

（４）情報技術の利用による建設分野の効率化 

・土木工事積算の合理化・簡素化に関する研究（ユニッ

トプライス型積算）及び試行工種拡大及び運用支援 

・建設分野におけるICタグの利活用の検討と普及・支援 

・施工管理へのEVM（アーンドバリューマネジメント）

導入に関するシステム構築及び普及拡大・運用支援 

・災害査定支援システムの開発及び現地査定支援 

・入札保証制度に関する電子化の研究 

 

（５）建設情報の収集と提供 

・工事成績データベースの開発支援　 

・コリンズ/テクリスシステムの再構築 

・建設発生土・副産物情報交換システム再構築の推進 

・電子国土づくりの支援 

・公共調達検索ポータルサイトの構築 

 

（６）情報化の啓発・普及活動等 

・アジア建設IT円卓会議の開催 

・Webサイトのユーザビリティ確保等機能向上 

・電子入札コアシステムの機能改良並びに地方公共団体

等への普及拡大 

 

さらに、これらの項目に関連する国等が進める建設分

野での情報化について委託を受け支援するとともに、研

究開発基金を活用して次世代実績情報登録検索システム

等のシステム提供に努める｡ 

これら業務の実施において、職員の業務執行能力（技

術力）向上、業務執行の標準化（手順書・照査マニュア

ル等の整備、見積能力の向上）、セキュリティ環境の整

備に努め、より確実で価値ある成果の提供に努めること

とする。 

平成19年度事業計画（概要） 

ニュースと解説 
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２００７.５月号 

　その具体的内容は、次のとおりである｡ 

 

1．調査研究開発事業 

　以下の調査研究を実施する。 

 

（１）建設情報の標準化 

１）建設の情報標準の研究開発 

２）国際標準との連携に関する業務 

 

（２）建設情報システムのシステム設計に関する調査研究 

１）積算システムの研究開発 

２）基盤的空間情報整備に関する調査・研究 

３）CALS/ECに関する情報システムの研究開発 

４）情報システムの研究開発 

５）建設資材関係調査の実施 

６）施工品質管理システムの研究 

 

（３）建設情報システムに必要な機器に関する調査研究 

１）デジタル画像データの取得及び解析技術の研究開発  

 

（４）建設情報システムに必要なソフトウェアに関する

調査研究・開発 

１）災害査定支援システムの開発及び災害現地査定支援

の調査研究 

２）Web GIS技術の研究開発 

 

（５）建設情報システムの普及促進事業 

１）建設情報システムの開発成果の普及促進 

２）CALS/ECに関するアクションプログラム等の策定

支援 

 

（６）建設情報システムに関する資料その他の情報の収

集及び提供 

１）建設分野の情報化に関する調査 

  

（７）建設情報に関する国際協力の推進 

１）海外建設資材情報の交換システムの提供 

２）国際建設関連情報データベースの改良 

 

（８）建設情報システムに係る研究 

１）研究助成事業の実施 

 

さらに、上記（１）から（７）に関して、委託を受け

て調査研究を行う。 

2．広報事業 

（１）建設情報の提供の円滑化に資する事業 

１）出版事業 

２）広報事業 

３）RCCM資格試験受験準備講習会の開催 

４）CALS/ECエキスパート及びインストラクター資格

試験の実施 

５）講師の派遣 

 

3．基盤データベース事業 

（１）建設情報の収集、加工、蓄積及び提供 

１）JACIC NETによる情報提供 

２）公共調達検索ポータルサイト構築の推進 

３）工事実績情報システム（コリンズ）による情報収集

及び提供 

４）測量調査設計業務実績情報システム（テクリス）に

　よる情報収集及び提供 

５）JCISによる情報提供 

６）コリンズ/テクリスシステムの再構築 

７）建設副産物情報交換システムによる情報の提供 

８）建設発生土情報交換システムによる情報の提供　 

９）インターネット版GISデータブックの運営 

10）都市地域１/2、500地図データ（JACIC TOWN）

の整備・提供 

11）Webによる施工単価表等積算情報の提供 

12）建設発生土・副産物情報交換システム再構築の推進 

 　 

さらに、上記に関して、委託を受けて調査研究開発を

行う。 

 

4．電子入札施設管理事業 

国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局における電子入

札システムの運用管理を行う。また、情報セキュリティ

の認証取得（ISO27001）を目指す。 

  

5．審査証明事業 

「建設技術審査証明協議会」会員として建設技術審査

証明事業を実施する。 

  

                   （企画調整部長　高島一彦 ） 
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1．イノベーション25 

「イノベーション」とはよく技術革新と訳されますが、

技術だけでなく社会システムや制度も含めた革新・刷新、

飛躍した新方式の導入のことです。安倍総理の所信表明

演説で、2025年を視野に入れた先端技術分野でのイノベ

ーションを取りまとめる「イノベーション25」が提唱さ

れ、内閣官房に「イノベーション25戦略会議」（黒川清

座長）が設置され、高市早苗担当大臣が指名されました。

2007年2月26日に長期戦略指針の全体像となる中間取り

まとめが発表され、今後６月までに分野別ロードマップ

（工程表）が策定される予定です。 

2．国土交通分野イノベーション大綱 

国土交通省でも、この動きに呼応して2006年10月に事

務次官を本部長とする「国土交通分野イノベーション推

進本部」が設置されました。省幹部に６名の学識経験者

を加えた検討委員会で、2025年までに実現されるべき国

民・企業にとっての施策目標と、実現に向けた具体的な

工程表について検討し、2007年５月までに「国土交通分

野イノベーション大綱」として取りまとめられる予定で

す。施策目標については、国土交通省内の各部局からの

提案のほか、民間からの提案も募集し、これまでの行政

的発想を超えたイノベーションにふさわしい内容を目指

しています。 

3．中間報告 

2007年２月23日に発表された「中間報告」では、①誰

もが円滑に快適に移動できるモビリティ社会の実現、②

効率的、安全で環境に優しい物流の実現、③世界一安全

でインテリジェントな道路交通社会の実現、④災害時へ

の備えが万全な防災先進社会の実現、⑤良質で豊かな生

活環境の実現、⑥テロ・大規模事故ゼロ社会の実現、⑦

知恵と工夫にあふれた活力ある地域社会の実現、⑧ホス

ピタリティあふれる観光先進国の実現、⑨社会資本整備・

管理の効率化、生産性の向上の９分野について、ICTの

活用方策や取り組み方針などの個別メニューが示された

他、地理空間情報インフラ、場所やモノと情報を結びつ

ける社会インフラ、ヒトと情報を結びつける社会インフ

ラ、クルマと情報を結びつける社会インフラ、ネットワ

ークインフラなどの構築が、共通基盤として必要である

とされました。 

4．LCDMによるイノベーション 

民間提案の募集に対して、JACICでは４件の提案を

行い、またJACICも参加しているLCDMフォーラムか

らも１件の提案を行いました。これらの提案内容は、

中間報告の中の「９.（3）施工の効率化、高度化」の節

の記述に反映されています。 

例えばJACICとLCDMフォーラムから提案したデー

タのXML化とレジストリの構築については、「①社会

資本の整備・管理サイクル全体の情報連携」の中に

「・・・誰もが情報交換できるようにデジタルデータ

のルール化を図るとともに、施工者など様々な主体が

分散管理しているデータベースを統合的に検索・利用

できるようデータベース環境の整備を図る。」とされ

ています。現在取りまとめ中の大綱では、この実現に

向けた工程表として、より具体的に記述されると期待

されます。 

LCDMフォーラムは、設立当初からの予定通り、２

年間の活動を終えて2007年２月26日の活動成果報告会

と総会をもって解散しました。今後はイノベーション

大綱の施策とも連携して、レジストリなどの情報連携・

流通基盤を構築するため、旧メンバーを核としてより

広く官民による実施段階の活動を進めていくことが望

まれます。 

5．関連事項のURL 

・イノベーション25戦略会議（首相官邸） 

http://www.kantei.go.jp/jp/innovation/index.html 

・国土交通分野イノベーション推進大綱中間報告 

（国土交通省） 

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010223_.html 

・ICT利活用による国土交通分野のイノベーションに

資する民間提案の募集について（国土交通省） 

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/011025_.html 

 
（注） 

ICT：Information and Communication Technology 

        （情報通信技術） 

LCDM：Life Cycle Data Management 

           （情報資源の共有のための新たな情報基盤） 

（標準部長　秋山　実） 

２００７.５月号 

－ LCDM（ライフサイクル・データ・マネジメント）の実現に向けて － 

ICT利活用による国土交通分野のイノベーション 
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２００７.５月号 

平成１９年度　ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会のご案内 

JACIC便り 

１．主　　催：財団法人 日本建設情報総合センター 

２．後　　援：国土交通省 

３．テキスト：「平成19年度RCCM資格試験受験準備講習会テキスト」及び「想定問題・解答」 

　　　　　　　発行：財団法人 日本建設情報総合センター 

４．受 講 料：10,000円（税込み。テキスト代込み。昼食代含まず。） 

５．開催地・開催日・会場： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．プログラム： 

 

 

 

 

 

 

 

７．受講申込方法等： 

　所定の申込書に必要事項を記入の上、郵便振替払込金受領証のコピーを同封し、下記申込先に郵送してください。

電話による申し込みは受け付けません。 

　申込書用紙は当センターのホームページ（http://www.jacic.or.jp/）からダウンロードできます。 

８．受付期間：平成19年６月１日（金）～平成19年７月17日（火） 

９．申 込 先：財団法人 日本建設情報総合センター  ＲＣＣＭ講習会事務局 

              〒107-8416  東京都港区赤坂7ｰ10ｰ20 アカサカセブンスアヴェニュービル 

                       　 TEL 03-3584-2404　　FAX 03-3505-2966 

 

※当講習会は、財団法人 日本建設情報総合センターがRCCM資格試験に備えて開催する講習会です。 

　講習会申込と受験申込は受付機関及び申込受付日程が異なりますのでご注意ください。 

 

※RCCM資格試験は、社団法人建設コンサルタンツ協会が平成19年11月11日（日）に実施します。 

　（受験申込書の販売は６月15日（金）～７月20日（金）、受験申込受付は７月２日（月）～７月31日（火）です） 

　受験申込書の購入、手続き等、受験に関する内容は、下記へお問い合わせください。 

　社団法人 建設コンサルタンツ協会　RCCM資格制度事務局　TEL 03-3221-8855 

（企画調整部　副参事　小林保江） 

 １ 札　幌 8/ 2（木） 北海道経済センター 札幌市中央区北1条西2丁目 011-231-1355 300 

 ２ 仙　台 7/25（水） 宮城県建設産業会館 仙台市青葉区支倉町2-48 022-225-8852 240 

 ３ 東京１ 8/ 7（火） 日本都市センター会館 千代田区平河町2-4-1 03-3265-8211 500 

 ４ 東京２ 8/ 8（水） 日本都市センター会館 千代田区平河町2-4-1 03-3265-8211 250 

 ５ 新　潟 7/27（金） 新潟技術士センタービル 新潟市新光町10-2 025-281-1111 160 

 ６ 名古屋 7/20（金） 愛知県産業貿易館 名古屋市中区丸の内3-1-6 052-231-6351 270 

 ７ 大　阪 7/26（木） チサンホテル新大阪 大阪市淀川区西中島6-2-19 06-6302-5571 300 

 ８ 広　島 7/26（木） 八丁堀シャンテ 広島市中区上八丁堀8-28 082-223-2111 120 

 ９ 高　松 7/25（水） 香川県土木建設会館（サン・イレブン高松） 高松市松福町2-15-24 087-823-4550 240 

 10 福　岡 7/31（火） JALリゾートシーホークホテル福岡 福岡市中央区地行浜2-2-3 092-844-8111 390 

 11 沖　縄 8/ 3（金） 沖縄産業支援センター 那覇市字小禄1831-1 098-859-6234 180

会場 

No.
開催地 開催日 

会　場　名 住　　所 ＴＥＬ 定員 

会　　　場 

 10：20 挨　　　　拶  

 10：30～12：00 建設コンサルタント業務とその管理（契約関係） 発注機関講師 

 13：00～14：30 資格制度の概要と建設コンサルタントの課題１（業務関係） 業務管理研究会委員 

 14：40～15：30 資格制度の概要と建設コンサルタントの課題２（業務関係） 技術士等有識者 

 15：30～16：00 RCCM資格試験問題演習（専門・択一） JACIC担当者 

時　　間 内　　　　容 講　　師 

－4－



２００７.５月号 

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17年度に

は13件の研究助成を実施し、平成18年11月に「第４回研

究助成事業成果報告会」を開催しました。この報告会で

発表されなかった７件の研究を、２月号から順次研究助

成成果概要を掲載しています。本号では、ニューヨーク

州立大学の塩出先生の研究を紹介します。 

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 

また、平成17年度研究助成の報告書をご希望の方は、

企画調整部（03-3584-2404）まで連絡ください。 

（企画調整部　参事　柳沢成一） 

 

第２００５－１０号 

三次元都市モデルの開発現状に関する調査、及びGISデ

ータとの整合性を考慮した三次元モデルの構築・実証に

関する研究 

ニューヨーク州立大学　助教授　塩出徳成 

近年、情報技術のハード・ソフト両面での発達に加え

て、ライダー観測技術の発達やGISデータの整備がすすみ、

三次元都市モデル構築の環境が整ってきた。しかし、現

在みられるモデルの多くは、短期的な利用を目的として

商業ベースあるいは試験的な意味で構築されていること

が多く、データ互換や相互利用への対応が遅れている。

とくに、CADを利用したプレゼンテーション機能にす

ぐれた建築モデルとGISを用いた空間属性データとの整

合性には、大幅な改善の余地がある。 

研究の第一段階では、三次元都市モデルの開発現況と

その方向性を見定めるため、三次元都市のデジタルモデ

ル構築技術に関する各国での取り組みを調査し、それら

のモデルのGIS環境における空間属性データとの互換性

を検証した。その結果、東京、ニューヨーク、ロンドン

の三都市を中心に様々な三次元モデルが開発されている

ことが判明した。これは、三次元モデルの幅広い用途や

それに伴う需要の増加と、前述のモデル構築環境の整備

があげられる。また、より精巧かつ解析機能をもつモデ

ルも開発されており、CADモデルとGISモデルの間の境

界がなくなりつつある。一方、ウェブ技術の進歩により、

三次元モデルをオンラインで共有する動きも盛んになり

つつある。オンライン三次元モデルは、開発開始後まだ

間がないが、ソフト・ネットビジネスの大手各社も参入

し技術の確立に努めている。業界標準は定まっていない

が、現段階では、利用者数、データ量とも、Google 

Earthが先行している。近年のオンライン都市モデルの

発達は驚くばかりで、ユーザーにモデルとの新しい接し

方を提供しており、市民参加や、オンラインでの意思決

定を身近なものにする可能性を秘めている。 

現在の三次元都市モデルの開発は、空間情報データベ

ースとリモートセンシング技術の二つの要素に依存して

いることから、今後の課題として、双方の技術を融合さ

せて、リモートセンシング画像を取得すると同時に、デ

ータを現場で処理して、リアルタイムで三次元モデルが

自動生成できるような環境の開発が期待される。しかし

ながら、そのような自動化がさまざまなアプリケーショ

ンの機能拡張や専門家の使用に耐えるものを提供できる

かどうかは、現段階ではまだ不透明である。その観点か

らは、特殊な機能の活用や需要は、今後も個別に対応し

ていく必要があると思われる。 

調査で得られた知見をもとに、研究の第二段階では、

実際に三次元都市モデルを構築して、CADとGISを組み

合わせた三次元モデルを作成するとともに、時空間に着

目したモデルの構築を試みた。具体的には、NY州バッ

ファロー市を対象に、CAD上で作成したモデルをGIS環

境に読み込んで、既存のGISデータと結合させることで、

その中心市街地の町並みを表現するとともに、検索・解

析に耐えるモデルを構築した。また、複数時点からなる

時空間都市モデルのプロトタイプを提案した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデル作成の過程で、以下の問題点が浮き彫りになっ

た（1）建物形状、高さ情報、建物表面のテクスチャなど

の現況データの不足、（2）歴史的な町並みを再現する場

合の歴史データの不足、（3）GIS環境への読込み時のポ

リゴンやテクスチャの消滅、（4）時空間都市モデル作成

のためのソフトウェア環境の不備。 

三次元都市モデルのGISへの実装が実現した後、将来

的には三次元都市モデルを時空間的に扱える動的モデル

の開発が期待される。時空間的な解析機能は、都市モデ

ルに限らず、GIS一般の発展に大きく寄与すると思われ

ることから、今後、オンライン機能の拡充とともに、そ

の本格的な開発が待たれる。 

平成17年度研究助成成果概要（その4） 

図　GIS上の３次元都市モデル 
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２００７.５月号 

1．はじめに 

読者の皆様も新聞の経済記事などで最近、「オープン

ソース」なる言葉をよく目に？されていると思いますが、

どのように理解されているでしょうか？。筆者は３年以

上ほども「オープンソースの普及促進」をお手伝いする

仕事をさせていただいていますが、お客様から、未だに

「オープンソース」（以下、OSSと略して記載します）

がよく分からないという指摘をいただいてしまうことが

あります。本稿では、日頃の私のお客様への説明不足を

省みつつ、まずオープンソースはどのようなものか、と

いう基本的なことを説明してみたいと思います。 

 

2．オープンソースとは 

コンピュータを動作させるには，人が動作手順をプロ

グラムして機械に教えてやることが必要です。この基本

的な手順を表した言語がソースコードです。 

OSSはこのソースコードが公開され、その使用や複製、

改変、再配布が認められているソフトウェアのことを言

います。いわゆるフリーソフト（無償で利用可能なソフ

トウェア）とは異なり、有償の製品に仕立て上げられた

ものも少なからずあります。ソースコードを公開するこ

とによってそのソフトに関心を抱いた開発者達が集まっ

て、技術者のコミュニティを形成するのが基本であり、

特徴です。技術力があれば誰でもがボランティアとして

その開発に参加できることが商用のソフトウェア開発と

は大きく異なるところです。 

 

3．オープンソースのライセンス 

OSSの普及を促進する団体である米国オープンソース・

イニシアティブ（OSI）では、「オープンソース」と認

められる条件を定めています。オープンソースソフトウ

ェアのほとんどに、何らかのライセンス条件が定められ

ています。少し専門的な細かい内容になってしまいます

が、代表的なライセンスを表に示します。 

現在では、OSIに認定されたライセンスの元で配布さ

れるソフトウェアを「オープンソースソフトウェア」と

呼ぶのが一般的になっていて、我々、利用者の立場から

は各々のライセンスの違いは、ソースコードの再配布に

あたっての条件の違いと読み替えてもよいと思います。 

 

4．代表的なオープンソース 

著名なオープンソースソフトウェアには、Linuxや

FreeBSD／NetBSD／OpenBSD等のオペレーティング

システム、ApacheやSamba等のサーバ用ソフトウェア、

PostgreSQLやMySQL等のデータベースソフトウェア、

GCCやGNU Emacs、Eclipse等の開発環境があり、いず

れも機能・性能面で商用ソフトウェアに引けを取らない

レベルでその技術を利用することができます。 

表　オープンソースのライセンス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．JACICのオープンソースへの取り組み 

JACICとしても、お客様へ提供する各種サービス、構

築・納入させていただく情報システムなどにオープンソ

ースの技術を積極的に適用し、普及展開を図っていると

ころです。 

特にお客様向けには単体の情報システムだけでなく、

一定規模以上の情報システム基盤へオープンソース技術

の適用を検討していただくことを目的に、オープンシス

テム技術適用ガイドを作成しています。 

その成果イメージを以下に示します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（システム高度化研究部　主任研究員　比留間敏員） 

オープンソース解説（シリーズ１） 

ライセンス表 
GPL（GNU General 
Public License） 
 
 
 
 
LGPL（GNULesser 
General Public 
License） 
 
 
BSD（Berkeley 
Software 
Distribution 
License） 
 
ASL（Apache 
Software License） 

概　　要 
派生物やリンクしたソフトウェア
にもGPLが適用されなければなら
ない。すなわち、ソースの公開が
派生物などにも義務づけられる。
配布に関しては最も厳しいライセ
ンス 
GPLに準じてはいるが、利用して
いるだけであればソースの公開義
務がない。GPLがビジネス用途で
は非常に不便なため、その制約を
一部取り除いたライセンス 
ソース・コードを改変しても公開
の義務がない。GPL/LGPLとは対
照的なライセンス。ビジネス・シ
ーンでは使いやすい。BSD版
UNIXで初めて使われた 
BSDとほぼ一緒の特性をもつ。ユ
ーザ・ドキュメントApacheの成
果物を使ったことを明記する必要
性がある。実際にこれが問題とな
ることはないため、BSD同様ビジ
ネスによく使われている 
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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。 3月のニュースから 

【公募情報（国・公団等）】   86件　【公募情報（地方公共団体）】  751件 

限られた予算の中で効率的に社会基盤を整備・維持管

理し、住民サービスの質を向上させるためには、ICT技

術の活用による建設生産プロセスのイノベーションが必

要です。このような改革を地方から考え、地方が元気に

なることで、郷土色豊かな美しい国を描けるのではない

でしょうか。 

ICT技術導入のメリットは、個別システムの導入で得

られるものではなく、全体プロセスの中でデータの共有

と活用を最大限に引き出すことにより得られるものです。

この意味で、相互運用性の高いXMLによるデータ管理

への転換が重要です。 

このシンポジウムでは、2004年10月の中越地震の被災

から立ち直り、今年度から「危機管理防災センター」を

立ち上げ、GISを核とする防災情報システムの実現も検

討されている新潟県の泉田知事と、電子政府評価委員会

座長など政府のIT関係機関の委員を多数務められてい

る東京大学の須藤教授をお招きして、情報化と社会資本

の未来について議論していただきます。 

 

（標準部長　秋山　実） 

情報化と社会資本の未来を地方から考えるシンポジウム開催のご案内 

　　　　　　　　　　　　　主　催　　（財）日本建設情報総合センター（JACIC） 

　　　　　　　　　　　　　日　時　　平成19年５月28日（月）　13：30～17：00 

　　　　　　　　　　　　　場　所　　はあといん乃木坂（東京都港区） 

 

 13：30  開会挨拶  JACIC理事長代行 大石久和 

 13：40 基調講演１ 電子自治体とデータ標準化 東京大学大学院教授 須藤　修 

 14：20 基調講演２ 安全・安心と情報の標準化 新潟県知事  泉田裕彦 

 15：00 講演とデモ 情報流通基盤の整備と建設生産プロセス変革の可能性 

   　  元LCDMフォーラム事務局長 磯部猛也 

 15：30 休憩 

 15：40 パネルディスカッション　　「情報化と社会資本の未来を地方から考える」 

 　　　　モデレータ　　　　　　　　東京大学大学院教授    須藤　修 

 　　　　パネリスト　　　　　　　　新潟県知事    泉田裕彦 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省    （未定） 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　IAI日本代表理事    山下純一 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　JACIC理事    今岡亮司 

 16：55 閉会挨拶　　　　　　　　　  JACIC理事    今岡亮司 

 17：00 閉会 

【建設行政ニュース】 

20日　「GISアクションプログラム2010」の決定について  

（国土計画局） 

28日　平成19年（2007年）能登半島地震による石川県内被災

箇所の災害緊急調査実施について　　　 （河川局） 

【地方整備局ニュース】 

６日　「まちづくりの支援策に関する市民意識調査」インタ

ーネットモニターアンケート実施結果について  

 （北陸地方整備局） 

７日　愛知県第４次渋滞対策プログラムのフォローアップ結

果について　いきいき愛知スムーズロード  

（中部地方整備局） 
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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。 

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

JACIC news　平成1９年５月１日発行　第三種郵便物認可 

■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/

ISO9001

　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。その他の項目につい

ても、ホームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）のＦＡ
Ｑ（よくある質問と答え）に掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

e-BISCコーナー 

 回　　　答 
「ICカードは1枚でも電子入札システムはご利用いただけますが、
複数の案件にご参加され開札日時が重なった場合、1枚のICカード
ではその後の操作時間に余裕がなくなる事が考えられます。このよ
うな点を考慮の上、お客様の利用状況に合わせて購入枚数をご検討
ください。 
認証局から配布される電子入札関連ソフトは、各認証局により仕様
が異なります。他の認証局のソフトをご利用の可否については、各
認証局にご確認ください。 
 
 
 
 
 
使用可能です。但し、「工事・業務」とは別に「物品・役務」用の
利用者登録を調達機関毎に実施する必要があります。また、利用者
登録の際に資格審査結果通知書（全省庁統一資格）に記載されてい
る「業者コード」（10桁の番号）が必要です。 

質　　　問 
ICカードは何枚必要ですか。 
 
 
 
 
ICカードを複数の認証局から購
入し、電子入札用の端末も複数
台用意しています。1社の認証
局から配布された電子入札関
連ソフトを他の認証局のICカード
を使用する端末にインストールし、
電子入札システムを使用するこ
とはできますか。 
国土交通省「工事・業務」の
電子入札システムで利用して
いるICカードは、「物品・役
務」でも使用できますか。 

項　目 
 
 
 
 
 
 
 

工事・業務 
物品・役務 
共通 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

1．四国地方コアシステムユーザー会議 
四国地方センターでは、平成18年７月と11月に四国地

方コアシステムユーザー会議を開催しました。 
出席機関は徳島県、香川県、愛媛県、高知県、松山市、

高松市の6機関で、議事としては総合評価入札方式・設
計図書の電子化・物品／役務の取組状況・共同利用推進
における問題点等、活発に情報交換がなされました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

2．公共工事の品質確保に係る説明会 
四国内の発注機関（市町村）を対象に、品確法への対

応に関する説明会が四国地方公共工事品質確保推進協議
会の主催で行われました。総合評価方式の入札において
必須となる企業・技術者の施工実績の確認を行う手段と
して、JACICでは工事実績情報システム（CORINS）の
紹介を行いました。 

 
  
 
 
 
 
 
3．「くらしと技術の建設フェアin香川」 
CORINS/TECRIS検索システム・電子入札・CALS/ 
EC理解度チェックソフト等を体験していただき、大変
好評でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（四国地方センター長　西岡南海男） 

四国地方センター活動報告 

第１回四国地方コアシステムユーザー会議 

公共工事の品質確保に係る説明会（平成19年2月） 

くらしと技術の建設フェアin高松（平成18年11月） 
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