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1．土木積算基準データの自治体提供について 

JACICでは、国土交通省の土木積算基準データを地方

公共団体に広く普及させることを目的として、平成9年６

月にCSV形式による土木積算基準データ仕様を「データ

仕様解説書」として公開し、同年10月よりデータ提供サ

ービスを開始しました。 

本データは、積算および設計書作成における構成と記

述方法を「新土木工事積算大系」の工事工種体系に沿っ

たのもとするために、工事区分から工種・種別・細別・

歩掛までをツリー構造で関連付けた形で整理したものです。 

本データは、国土交通省が適用しているデータを基に

作成しているため正確性・迅速性に優れており、地方公

共団体における公共土木工事の予定価格算出に広く利用

され、現在では39県・政令市等で用いられております。 

 

2．XML形式による積算データ提供と仕様公開 

このたび、JACICでは土木積算基準データについて、

従来のCSV形式に加えて、他システムにも流用しやすく、

視認性に優れ、且つ今後主流となるWeb技術との親和性

の高いXML形式での提供を開始し、順次切り替えをおこ

なっていくこととしました。 

XML（eXtensible Markup Language）は1998年に世界

標準としての仕様が公開された言語であり、本形式にて

記述されたデータは、関連する複数のシステム間で相互

利用に適しており、さまざまな分野で用いられています。 

以下、対象データ項目を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XML形式による土木積算基準データは平成18年９月に

作成完了し、平成19年３月に「土木積算基準データ－仕

様解説書－」およびJACICホームページにてその仕様を

公開しました。 

（http://www.jacic.or.jp/hyojun/download.htm） 

データ仕様を公開した目的は以下の２点です。 

①積算システムの品質確保と開発・保守コストの低減 

現在地方公共団体では多種多様な土木積算システムが

用いられていますが、積算基準データの形式と内容を統

一することにより、これらシステムの入力データ仕様の

統一を図り、設計・製造の省力化と品質の均一化を実現

することが可能となります。 

また、一定の品質確保が可能となり、システム保守サ

ービスの向上が見込まれます。 

②CALS/EC推進への貢献 

積算基準データの仕様公開により、積算業務の上下流

業務である、コンサルタント業務や入札・契約業務等と

のデータ共有を図り、CALS/ECの実現に貢献し、業務

の効率化・高品質化の実現に寄与することが可能となり

ます。 

仕様公開に当たっては、全体の規則として、「コード

はEUC-JP」「タグ名称は日本語を用いる」「DTD宣言を必

須とする」等の総則を設ける事を提示しております。 

 

3．積算データ標準化の推進 

JACICでは、建設分野全体における建設情報に関する

標準化を推進することを目的に、産学官からなる「建設

情報標準化委員会」（委員長：中村英夫武蔵工業大学学長）

を設置し、建設関係各分野での標準化活動を展開してい

ます。今回、この土木積算基準データについても、同委

員会に設置された「電子成果高度利用検討小委員会」（小

委員長：島崎敏一日本大学教授）に仕様の公開内容を審

議していただきました。 

JACICとしては、標準化活動の一環として、積算関係

データの標準化に関して、今回のデータ仕様の公開を契

機として、今後、関係する公共事業発注機関等への働き

かけを行うこととしています。 

（建設コスト研究部　積算システム室　 

主任研究員　八巻　悟） 

XML形式による土木積算基準データの提供 

ニュースと解説 

 

 

名　称 

工事工種 

体　　系 

細別情報 

 

施工単価 

 

 

労務・材料属性 

材料分類 

機械分類 

機械損料 

間接工事 

費等率 

概　　要 

工事工種体系の工事区分（レベル１）以下を階層構

造で規定したデータ。 

細別（レベル4）項目の施工単価データで構成される要

素の組合せデータ。 

単価表を生成するためのデータであり、土木施工に関

するものをはじめ、機械運転単価表等も含まれる。 

単価表を生成するための設問を定義している。 

名称・単位等のデータ。 

材料、機械賃料の分類に関するデータ。 

建設機械等の分類・名称・単位に関わるデータ。 

機械分類に加え、機械損料のデータ。 

共通仮設費・現場管理費・一般管理費等を計算する

ための率情報データ。 
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２００７.６月号 

平成19年度（財）日本建設情報総合センター研究助成公募案内 
（財）日本建設情報総合センターでは、財団の目的1）に合致した、情報技術を活用し公共調達の改善に資する調査研究

に対し、研究助成を行っています。 

平成19年度の研究助成は、以下のとおり公募します。 

1．研究助成の対象 

【指定課題】 

下表のとおりします。 

　今後の建設分野の情報共有において、有効な手法と考えられるプ

ロダクトデータモデルに関して、以下の内容を研究する。 

①プロダクトデータモデルの構築手法（河川・道路などの土木の

各ドメインにおける研究及び建設分野全般における研究） 

②プロダクトデータベースの構築手法 

③プロダクトデータモデルの適用に関する研究（適用による効果

の把握手法を含む） 

④その他、プロダクトデータモデル及びデータベースに関する研究 

　建設事業における設計、施工、維持管理の各段階間で、三次元

設計のデータ等を有機的に連携させることは、構造物の品質向上、

維持管理の合理化、長寿命化を図ることに貢献すると考えられる。 

　ここでは、トンネル等地下空間・地下構造物のデータモデル構

築を実現させる方策等について研究する。 

　建設分野での３次元CADの利用は、橋梁や構造物など一部に限

られている。３次元CADを建設分野全体に普及させるため、以下

の内容を研究する。 

①３次元測量、３次元設計と情報化施工の一環プロセス 

②３次元CADデータによる施工管理の高度化 

過去の地形改変履歴をトレース可能なGIS技術を用いて、例えば、 

・ 地盤災害危険度 

・ 土砂流動危険度 

・ 浸水危険度 

・ 地盤液状化 

等と地域の土地利用等を考慮した防災・減災の研究をする。 

　2007年４月から新たに発売される携帯電話にはGPS機能が標準装

備となる。これとWebGISを組み合わせた国土地理院の「電子国土

情報集約システム」のようなシステムを利用することにより、施工、

維持管理、災害の現場において、位置情報付きの写真や文字情報

等を管理部門に簡便かつリアルタイムに送ることが可能となる。 

　例えば、現場への指示や問い合わせも電子メールや音声通話を

通じて簡単に行えることから容易に双方向情報交換による施工、

維持管理、災害対策システムを構築できる。このようなツールを

建設分野において有効に活用する研究をする。 

 

 

 

 
指１－１　プロダクトデータ 

　　　　　モデル構築 

　　　　　（継続） 

 

 

指１－２　地下空間・地下 

　　　　　構造物のデータ 

　　　　　モデルに関する 

　　　　　研究（継続） 

 

 

 

 

 

指１　データ 

　　　モデルに 

　　　関する研究 

指２　３次元CADの利用に関する研究 

 　　（平成19年度新規） 

 

 

指３　地域の開発経緯をふまえた多次元GISの 

　　　利用による防災・減災の研究 

 　　（平成19年度新規） 

 

 

 

 

指４　建設分野におけるGPS携帯電話と 

　　　WebGISの利用に関する研究 

 　　（平成19年度新規） 

内　　　容 課　題　名 

JACIC便り 

【自由課題】 

（1）建設分野情報化の企画、提案、標準化に関する研究 

①建設分野情報化に関する企画、提案、標準化等の調

査研究 

　②建設情報の流通性向上に関する調査研究 

　③建設分野のBPRに関する調査研究 

（2）建設分野の各種業務の情報化に関する研究 

　①土木工事積算業務に関する調査研究 

－2－



1．はじめに 

　JACIC建設副産物情報センターでは、建設副産物の計

画的な利用と再資源化及び再生材の利用を推進し建設リ

サイクルに寄与するため、インターネットを利用して関

連する情報をリアルタイムに提供する情報交換システム

として、平成14年４月から「建設副産物情報交換システ

ム」（以下「本システム」という。）の全国サービスを運

用しています。本システムは、平成19年３月末で５年が

過ぎたところであり、この間、利便性向上のためのシス

テム改良や普及活動を行ってきました。本報告ではこの

５年間の利用状況等を報告いたします。  

 

2．加入状況及び登録工事件数の推移 

　年度別の本システムへの加入者数及び登録工事件数の

推移は表に示したとおりであり、３月末時点では発注機

関606件、排出事業者15,464件、処理事業者1,932件の加

入をいただき、特に排出事業者が運用開始年度の加入者

数に対し約4.2倍と著しく増加しています。 

　また、登録工事件数は35,509件（4/24現在）で、建設

リサイクル法等の提出書類の作成機能の活用、処理施設

情報の利用等が加入者に定着してきたことが伺えます。 

3．登録工事情報の活用 

　加入者が登録した工事情報は、各地方建設副産物対

策連絡協議会等において取りまとめられ、建設副産物

実態調査（センサス）をはじめ、各種のリサイクル計

画の策定やリサイクルの進捗状況を把握するためのデ

ータとして活用されています。今後とも、建設副産物

の適正処理と建設リサイクルの推進の一翼を担うべく、

本システムの普及と利便性の向上を図っていきます。 

（システム高度化研究部　建設副産物情報センター　 

                          主任研究員　下田正樹） 

 

②河川・道路・都市等における業務の情報化に関する

調査研究 

③防災業務の情報化に関する調査研究 

④GISを利用した業務支援システムの調査研究 

⑤CALS／ECに関する調査研究 

⑥建設副産物情報交換に関する調査研究 

⑦その他 

2．助成対象者 

上記研究項目に関心を有する大学、高等専門学校、民

間等の研究者とし、学識経験者による審査のうえ決定し

ます。 

3．助成期間 

助成期間は平成19年９月から１年間。報告書の提出は

平成20年８月末。 

4．助成金額 

１件につき、指定課題は上限300万円、自由課題は上限

200万円。 

5．申込み方法 

助成を希望される研究者は、所定の申請書に必要事

項を記入のうえ、財団へ提出して下さい。研究助成要綱、

申請書及びこれまでの実績については、JACICのウェ

ブサイトをご覧ください。 

URL  http://www.jacic.or.jp/ 

6．応募期限 

平成19年７月31日（必着） 

7．問い合わせ先 

　〒107-8416　東京都港区赤坂7-10-20 

（財）日本建設情報総合センター 

　　　企画調整部（落合） 

　　　TEL.03-3584-2404／FAX.03-3505-2966 

 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

２００７.６月号 

建設副産物情報交換システム利用状況報告 

 

 

 

発注機関 排出事業者 処理事業者 登録工事件数 
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31539
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加入状況及び登録工事件数 

１）（財）日本建設情報総合センター寄附行為（抜粋） 

　　第１章第３条 

　この法人は、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を行い、これを広く普及するとともに、

建設情報の提供を行うことにより、建設技術の向上、建設事業の効率化、国土の安全かつ有効利用の促進を図り、

もって 国民生活の高度化及び経済の活性化に資することを目的とする。 
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２００７.６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件の研究について、２月号から順次、

研究概要を掲載しています。本号では、山梨大学大学院

の後藤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２００５－１１号 

ボーリング調査によらない液状化ハザードマップの作成

システムに関する研究 

山梨大学大学院　准教授　後藤　聡 

山梨県の甲府盆地における笛吹川や釜無川流域では、

ゆるい砂地盤が厚く堆積しているため、液状化の発生可

能性が非常に高い。しかし、この地域ではボーリングデ

ータの数が十分ではないために、液状化の発生を工学的

に予測することは困難である。東京や大阪などの大都市

では、ボーリングデータの数が豊富なので、詳細な液状

化ハザードマップが作成・公表されている。しかし、甲

府盆地ではボーリングデータの数には限りがあるため、

広域的な液状化判定を行うことができない。そこで、本

研究は、ボーリング調査を必要としない表面波探査試験

を用いた、新しい液状化ハザードマップの作成システム

を提案することを目的とする。 

研究の意義としては、甲府盆地においてボーリングデ

ータがほとんど無い地域での液状化判定および液状化ハ

ザードマップを作成することが可能になる。さらに、ボ

ーリング調査を必要としない新しい液状化判定システム

が確立すると、ボーリングデータが少ない多くの地方都

市においても液状化の判定が可能となる。 

本研究の成果の概要は以下のとおりである。 

１）室内実験：甲府盆地において道路建設に伴う遺跡の

発掘調査が行われている。その中で、地震時の液状化

と思われる噴砂の跡が発見された。図に示すように粒

度分布特性等から地震時の液状化によるものと考えら

れる。液状化が発生したと推定できる原位置の砂層か

ら地盤凍結法により不撹乱砂試料を採取して、三軸セ

ル内で、原位置の拘束圧下での液状化実験を実施した。

この際、ベンダーエレメントを用いて不撹乱砂試料の

せん断波速度Vsを求めた。このような液状化実験を

実施して、せん断波速度Vsと液状化特性の関係を求

めることができた。また、液状化特性に影響を与える

大きな因子でありながら、まだよく解明されていない

細粒分が液状化特性に与える影響についても実験的な

検討を行った。 

２）原位置試験：甲府盆地において、液状化が起きる可

能性が高い地域のボーリングデータをできるだけ集め

た。これらのボーリング地点において、表面波探査を

行いその地点でのせん断波速度Vsの深度分布をN値と

比較検討した。その結果、地盤のN値とVsの間に正の

強い相関があることが分かった。一方、ボーリングデ

ータを用いて道路橋示方書Ⅴ耐震設計編の方法により

液状化判定を行い、液状化抵抗率FL値の深度分布を

算出し、せん断波速度Vsとの比較検討を行った。そ

の結果、VsとFL値の間にも強い正の相関があること

が判明した。さらに、深度方向にFL値を積分してあ

る地点の液状化危険度を表現できるPL値と、Vsの深

度方向の積分値との相関についても検討した。両者の

間には相関が認められ、表面波探査によるVsの深度

方向の積分値から、PL値をある程度推定可能である

ことが分かった。 

以上の室内実験および原位置試験により、原位置での

せん断波速度Vs～FL値（PL値）～室内液状化特性等の

相関関係について検討した。 

ボーリング調査によらない表面波探査装置を用いて、

地盤のＳ波速度を測定することにより液状化抵抗率FL 

やPL値を求めることができる方法を示すことができた。

この方法を用いることにより、ボーリング調査を用いな

い液状化ハザードマップの作成システムをある程度作り

上げることができた。 

ただし、表面波探査からはVsを求めることはできるが、

土質の種類を判別することは困難である。あらかじめ対

象とする地区の土質構成が既知であれば、この手法を適

用することができるが、土質構成が未知であれば別の手

法を用いて土質の種類を判別する必要がある。現在のと

ころ別の手法として、電気探査や減衰特性等が考えられ

るが、このような非破壊試験による土質の判別について

は、今後の研究テーマである。 

研究助成成果概要（その5） 

JACIC便り 

図　噴砂跡における粒径加積曲線，噴砂のスケッチ 
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２００７.６月号 

平成19年6月20日（水）～22日（金）の３日間、パシフィ

コ横浜において「全国測量技術大会2007」が開催されま

す。 

大会期間中の主な催し物は以下のとおりです。 

（1）特別講演会 

（2）シンポジウム・セミナー 

　①地理空間情報の活用推進が拓く 

　②基準点をどうする？－国民の財産だ！ 

　③都市防災への提言 

　④空間情報のコンサルティングをめざして 

　⑤知っ得!　測量時事情報セミナー 

　⑥情報化施工セミナー 

（3）応用測量技術研究発表会 

（4）測量調査技術発表会 

（5）登記測量技術発表会 

（6）学生フォーラム 

（7）関係機関・関係団体による技術展示 

（8）測量図書展示コーナー 

また、全国測量技術大会の一環として「測量・設計シ

ステム展2007」が同時開催されます。 

JACICでは、このシステム展に以下の出展を予定して

います。 

・ 電子国土を利用した地理情報ワンストップサービス 

・ GIS普及ビデオ 

・ GIS関連の刊行物見本展示 

・ CALS/ECの紹介 

・ CALS/EC理解度チェックソフト体験コーナー 

JACICのブースでは、様々な機関が作成した地図にま

つわる情報を、国土地理院が提供する電子国土Webシス

テムを利用して、ひとつのWebサイトから閲覧できる、

地理情報ワンストップサービス（プロトタイプシステム）

展示と、CALS/ECを活用した効率的な公共事業を遂行

するための受発注者向けe-learning教材「CALS/EC理解

度チェックソフト2007年度版」の体験コーナーを設置し

ます。 

入場は無料ですので是非お越し下さい。 

 　 

（GIS研究部　主任研究員　小澤理晴） 

「全国測量技術大会２００７／測量・設計システム展２００７」へ出展します 

STEPとは、「製品データの共有と交換を実現するた

めの規格」群の総称であり、Standards for Exchange 

of Product model data　の略語です。ISOのTC184/SC4

という会議体で審議されており、日本におけるCADデ

ータ交換標準であるSXFは、ここで策定された標準

ISO10303-202に準拠しているという関係にあります。 

TC184/SC4の会議体のことをSTEPと呼ぶこともあり

ます。 

この会議体には、日本をはじめ21ケ国が正式に加入し

ており、持ち回りで会議を行っています。平成19年７月

には、この会議が鹿児島県指宿市で開催される予定にな

っており、多くの専門家が来日されることから、この機

会を捉えてSTEP会議の議長と事務局長ならびにＳＸＦ

標準の立場からSTEP会議に深く関与されている千葉工

業大学の寺井准教授等から国際標準化活動の裏話などを

お話して頂く機会を設けました。是非ご参加ください。 

 

 　　　　　　（標準部　主任研究員　河内　康 ） 

平成19年度第2回JACICセミナー開催の予告 
 「STEP標準化の変遷と米国におけるIＳO」 

JACIC便り 

日　時：平成19年７月９日（月）13：30－17：00 

○　場　所：ホテルはあといん乃木坂（東京都港区南青山1-24-4） 

○　テーマ：STEP標準化の変遷と米国におけるIＳO 

○　参加費：無料 

○　講演者：ジェリー・スミス氏　　（米国）STEP事務局長 

　　　　　　寺井達夫氏　　　　　　千葉工業大学　准教授 

　　　　　　　　他１名（未定、海外専門家） 

　　　逐語通訳します。 
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２００７.６月号 

1.なぜオープンソースか  

今月は、オープンソースについて理解を深めていただ

くにはその全体像を俯瞰してみるのがよいと考え、オー

プンソースの世の中への広がりについてお話させていた

だきたいと思います。主題からは少し逸れますが、ちょ

っとだけお付き合いください。 

実は先月号の原稿脱稿後、筆者は日頃から上司に顧客

ニーズの大切さについて厳しく指導されていることもあ

り？、読者の皆様に改めてオープンソースについて少し

伺ってみました。 

すると、大方は２つの関心事をお持ちであることが分

かりました。 

・オープンソースの技術的な可能性，発展性、広がりな

どに魅力を感じ、先進的な情報システム、ビジネスモ

デルなどを期待する。 

・現在、構築・運用している情報システムのコストダウ

ンを図りたい、あるいはお金が無いので低コストで情

報システムを構築したい。 

あえて類型させていただくと、上は“未来指向型”下

は“実務指向型”の別々の考え方のように見えますが、

実は、オープンソースの世界では、両者は表裏の関係に

あり、車の両輪のようなものです。 

“なぜオープンソースか”に関する議論は、このよう

な課題設定から始めてみるのもおもしろいのではないで

しょうか？ 

2.情報システム・通信の10年とオープンソース 

このような議論を深めるきっかけになるかとも考え、

筆者の独断と偏見から右に情報システム・通信の過去10

年の流れを一覧にしてみました。 

例えばオープンソースの代表格である基本ソフトウェ

ア（OS）のLinuxは、フィンランド在住の１技術者であ

ったリーナス・トーバルズ氏によって平成３年（1991年）

に誕生した後、世界中の技術者たちをボランティアとし

て巻き込みながら発展し、企業の、公的機関の情報シス

テムとしても利用できるレベルにまで成長しています。 

このようなことはわが国では平成15年のe-Japan戦略

Ⅱ策定以降、企業、学校、自治体等で構築される大規模

な情報システムに、そのコストパフォーマンスの良さか

ら組織的にLinuxが採用される事例が増えてきたことに

特徴づけられます。 

このあたりを契機に、Linuxなどオープンソースの発

展に何らかの貢献をされる方々についても、情報関係の

ソフトウェア技術者だけでなく、例えば建設分野以外で

も生物工学等、オープンソースの発展性、将来性に関心

を持った異分野の優秀な技術者などの参画も増え、層の

厚みを増してきたようです。 

この発展が、今JACICも取り組んでいる、話題の

Web2.0であったりします。 

オープンソース解説（シリーズ2） 

平成７年・高度情報通信社会推進に向けた基本方針 

　　　　　高度情報通信社会推進本部により、ITの

積極的導入政策を決定　 

平成11年・不正アクセス行為の禁止等に関する法律 

　　　　　インターネット犯罪対策の基本 

　　　　・住民基本台帳の一部を改正する法律 

　　　　　住民基本台帳ネットワーク導入計画スタ

ート 

　　　　・ミレニアムプロジェクト 

　　　　　電子政府基盤構築の開始 

　　　　・２ch開設される。 

平成12年・電子署名及び認証業務に関する法律 

　　　　　電子署名の法的根拠法成立 

　　　　・高度情報通信ネットワーク社会形成基本

法（IT基本法） 

　　　　　すべての根源的な法律 

　　　　・地域IT 推進のための自治省アクション・

プラン 

　　　　　自治体のIT化推進の開始 

　　　　・W3C、XHTML Basic勧告 

平成13年・e-Japan戦略決定 

　　　　　５年以内に世界最先端のIT国家を目指す 

　　　　・LGWAMの運用開始　 

平成14年・行政手続きオンライン化法 

　　　　　電子化を妨げる法律上の課題を改善 

　　　　・情報セキュリティポリシーに関するガイ

ドライン（総務省） 

　　　　・Winny公開される 

平成15年・e-Japan戦略Ⅱ 

　　　　　「元気、安心、感動、便利」社会の実現へ 

　　　　・電子自治体推進指針（総務省自治行政局） 

　　　　・高校において、新教科「情報」が必修化 

平成16年・業務システム最適化計画の策定 

　　　　・u-Japan政策策定 

　　　　　2010年までにユビキタス社会を実現する 

　　　　・SNS mixiとgreeが開設される。 

平成17年・ブログ利用者100万人超える（総務省調査） 

（システム高度化研究部　主任研究員　比留間敏員） 
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特集：地盤情報 

地盤情報は、建設分野の計画・設計に利用されるほか、

国土の基礎的な自然環境情報として防災、環境保全、資

源開発その他広範な分野で活用されます。今日では、地

盤情報の標準化が図られ、データの収集、加工が容易に

なり、より高度な利用が可能となりました。 

地盤情報における可用性確立のためには、地盤調査か

ら得られたデータが集積されて、いつでも使えるように

整備されていることが必須です。 

また、地盤情報の活用は利用者によって、データの集

積、チェック、システム等の環境整備など様々な課題が

あるとされており、多種多様、広範囲な課題に対処する

ためには横断的、総合的な取組が必要となっています。 

 

JACIC情報では、地盤情報を特集し、これに関する各

組織およびJACICにおける取組みを紹介するとともに、

今後の地盤情報の集積と利活用について展望します。 

主な内容：①座談会 

　　　　②国土交通省での取組み 

　　　　③各組織での取組み 

　　　　④JACICからの情報 

　　　　⑤連載　GISシリーズ第２回 

JACIC情報は、１冊1,050円（税込み、送料別）です。

ご購読のお申し込みやお問い合わせは、企画調整部まで

お願いいたします。 

（情報管理部　参事　野村亮一） 

JACIC情報86号のご案内 

２００７.６月号 

　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ＦＡＱ（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 

電子入札システム本運用で実施する利用者登録の登録完了画面に表

示される9から始まる16桁の番号が【工事・業務】で使用する企業

IDです。 

既に利用者登録されている企業IDを確認する場合は、確認するICカ

ードを使用して、利用者登録メニューの「変更」より、企業IDを確

認することができます。 

e-BISCセンターホームページ左MENUの「電子入札システム入口【共

通】」をクリックし「国土交通省電子入札システム【工事】【物品】

共通」をクリックすると本運用に接続することができます。 

本運用利用者登録メニューの「登録」で利用者登録を実施してくだ

さい。 

詳しい操作手順は「操作マニュアル【工事・業務】」の「新電子入

札システム　利用者登録操作マニュアル-受注者編-」をご参照くだ

さい。登録処理が完了後「利用者登録のお知らせ」メールが送信さ

れます。 

「読み込み中Javaアプレット」が表示されている間は正常に動作し

ていますので、日時が表示されるまで操作を行わずにしばらくお待

ちください。日時が表示される前に操作すると、不具合の原因とな

ります。 

なお、しばらくお待ちいただいても日時が表示されない場合は、認

証局が提供する「環境設定ツール」の設定に原因があることも考え

られますのでご確認ください。「環境設定ツール」での設定内容の

確認方法や設定方法がご不明な場合は、ご利用の認証局にお問合せ

ください。 

質　　　問 

指名通知書発行の際に必要と

なる「企業ID」とはどの番号

のことですか。 

 

 

 

国土交通省の工事・業務の電

子入札に参加するために必要

な「本運用利用者登録」の操

作手順を教えてください。 

 

 

 

 

 

利用者登録で「読み込み中

Javaアプレット」のまま日時

が表示されません。 

項　目 

 

 

 

 

 

 

 

工事・業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品・役務 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 
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２００７.６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。 

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

 

「九州建設技術フォーラム2006 in 福岡」への参加 

JACIC九州地方センターは、平成18年度建設分野の情

報化に関する諸事業を展開する一環として、平成18年10

月２日～３日に福岡国際会議場にて開催の「九州建設技

術フォーラム2006 in 福岡」のパネルセッションへ参加

いたしました。 

その中でJACICが建設情報分野で推進するCALS/EC

や建設副産物情報交換システム等に関するパネル展示に、

多くの方々が歩みを止めご覧になり、本部からの応援職

員も含め全員で来場者に分かり易い説明・紹介に心掛け

るなどの対応をいたしました。  

また体験コーナーでは「CALS/EC理解度チェックソ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フト」を使用して、CALS/ECに関する理解がどの程度

あるのか、択一問題で多くの方にチャレンジしていただき、

その結果についてそれぞれ、一喜一憂されていました。 

フォーラムのために多数用意していましたパンフレッ

ト類も、会期の２日目にはほぼ配り終わり、こちらの方

も盛況でした。 

フォーラム会期中は、発注者、受注者それぞれの立場

からご質問や貴重なご意見も多数承り、参考・励みとな

り、大変有り難うございました。これからのJACIC業務

に活かして参りたいと考えておりますので今後ともよろ

しくお願いします。 

 （九州地方センター長　日吉信介 ） 

九州地方センター活動報告 

 

JACIC news　平成１９年６月１日発行　第三種郵便物認可 

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。 4月のニュースから 

【公募情報（国・公団等）】   105件　【公募情報（地方公共団体）】  985件 

【建設行政ニュース】 

９日　「合同庁舎３号館屋上庭園」の公開について  

 （都市・地域整備局） 

12日　不動産取引価格公開サイト本格稼働開始 

　　　 （総合政策局） 

13日　「底質のダイオキシン類対策技術資料集」のとりまと

めについて　　　　                               （河川局） 

16日　三重県中部の地震活動に伴う地殻変動 

 （国土地理院） 

26日　「公共工事等における新技術活用システム」に係る推

奨技術等の選定結果につて                   （大臣官房）  

【地方整備局ニュース】 

12日　『運河の魅力再発見プロジェクト』の認定（第１次）

について （近畿地方整備局） 

11日　平成18年度新技術「フィールド提供型」技術選考結果

について （北陸地方整備局） 

16日　４月15日12時19分頃に発生した三重県中部地震による

河川管理施設等の被災状況と対策状況について 

 （中部地方整備局） 

18日　「四国ふるさと普請」にホームページができました 

 （四国地方整備局） 

18日　～九州の将来ビジョン～課題と方針はこれだ  

 （九州地方整備局） 

■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

地方便り 
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