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JACICが設置・運営してい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）は、6月22日（金）に
開催された第15回委員会をもって「第二次建設情報標準
化推進三箇年計画」における３年間の活動を終了しました。
その活動成果の概要を報告します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1． 電子納品要領に係る課題の検討 
第一次期間(平成13年～15年度)に整備された電子納品要

領・基準類に基づき、第二次計画期間（平成16年度～平
成18年度）では電子納品が開始され、国土交通省直轄工
事ではほぼ完全実施まで進みました。これに伴い、要領
等の問題点も明らかになり、その変更・修正に大きな努
力を費やした期間でもありました。この中で公共工事の
現場における受発注者間の「情報共有のあり方」や、工
事関連帳票のXML化への試みも行われました。これらの
作業は「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）が担当しました。 
2． CADデータ交換標準SXFの概成 
SXFとは、ＣAD製図基準（案）の中で指定されてい

るＣADの電子納品フォーマットで、「CADデータ交換
標準小委員会」（小委員長：寺井達夫千葉工業大学准教授）

の中で検討してきたものです。第一次期間においては
SXFのVer.2.0とVer.3.0が策定されましたが、第二次期間
においては、２次元CADの集大成とも言うべきVer.3.1が
整備され、SXFブラウザ等のツールの改良も行われました。
SXF自体は全国44都道府県でも電子納品フォーマットと
して既に採用されています。この小委員会では、道路中
心線形データ交換標準（案）」も策定されております。 
3． DM、CAD、GIS間のデータ交換 
電子地図とＣAD図面の情報交換をテーマにしてきた「電
子地図/建設情報連携小委員会」（小委員長：柴崎亮介東
京大学空間情報科学研究センター長・教授）では、第一
次期間に「DM-CAD交換標準」を、第二次期間では、そ
の拡張版としての「拡張DM-SXF交換標準」を策定しま
した。これらの標準は、受発注者が直接納品や発注に使
用するものではないので目立ちませんが、電子地図と
CAD図面データの連携を可能にした点で、大きな功績です。 
4． JCCS(建設情報標準分類体系)の策定 
コード/分類体系検討小委員会（小委員長：寺井達夫千
葉工業大学准教授）では、第一次期間ではJCCSのVer.1.0 
を、そして第二次期間ではVer.2.0を策定しました。これ
は建設の全分野・全工程を対象範囲として、そこに出て
くる「用語や概念」を、ISOに準拠した形で分類し体系
化したものです。建設分野で使用されるデータベースに
組み込まれ活用されることを想定したものです。 
5． 広報普及活動 
委員会事務局では、建設情報標準化委員会の活動内容
をＰＲするための「標準化セミナー」を毎年開催してき
ました。内容としては、委員会全体の方向の説明から、
具体の標準の内容に関する説明に移って来ております。
また、標準化の効果をわかりやすく示すため、鋼橋を例
とした事例検討を行いました。 
6． 第三次計画の策定 
第二次期間の３年間の活動を終えて、これまでの電子
化の推進から電子納品されたデータの利活用、特に維持
管理段階での活用という問題が大きくクローズアップさ
れてきました。今回委員会ではこれらの課題に取組む第
三次計画が策定されました。第三次計画の詳細については、
後日、この欄で解説していく予定です。 
詳しくは以下のJACICホームページをご覧下さい。
http://www.jacic.or.jp/hyojun/ 
 

　　　　　（標準部　主任研究員　河内　康） 

建設情報標準化委員会（第15回）開催報告 
―第二次推進計画三箇年の活動報告― 

ニュースと解説 

 

 

第15回委員会開催状況 

図　平成16～18年度の活動体制 
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２００７.８月号 

1．はじめに 

昨年のJACICnews９月号でコリンズ・テクリスの再

構築についてお知らせしましたが、今回はその続報とし

て「利用者から見た再構築」について、システム面から

１歩踏み込んだ内容を紹介します。 

  

2．企業から見た主な変更点 

Web化に伴い、カルテ登録に関する流れは、以下の様

に変更されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① カルテの作成・登録 

カルテの作成・登録に関しては、以下の様な条件で利

用していただけます。 

１）入力システムの購入は不要となります。 

２）インターネットでWeb利用申込みを行っていただく

と、カルテの作成及び登録前の発注者確認書の印刷を

行うことができます。 

３）Web上で作成中のカルテデータは、JACICのサーバ

上及び利用者のパソコン等に保存できます。 

４）カルテデータの全項目について、登録前に必要な全

チェックがセルフ操作で可能となります。 

５）発注者の事前確認が済んだカルテは、Web上で確認

事項を追記することで登録が可能となります。 

６）カルテの登録と同時に登録された内容の確認書（現

在の受領書に代わります）を取得できます。 

７）カルテの登録を行うと登録した企業の代表者等へ登

録があった旨メールで連絡します。 

８）発注機関の担当者等は企業が登録したカルテ内容を

容易に確認することが可能となります。 

９）本利用の企業代表利用者は、カルテの作成・登録時

に必要な会社情報や技術者情報及び登録料等の支払い

方法等に関するデータをWeb上で管理することが可能

となります。 

10）代表利用者は、企業内のWeb利用者の管理を行って

いただきます。 

11）本利用となった利用者は、受注カルテの登録以降、

JACICが管理する登録済みカルテを元に情報の追加・

修正の編集を行い利用することとなります。 

  

② 自社データの利用 

登録済みのカルテに関しては、以下の事項についてオ

ンラインでご利用いただけます。 

１）自社カルテの検索及びデータのダウンロードが可能

となります。 

２）カルテ登録時とは別に、登録済みであることを示す

「登録確認書」をカルテ単位で取得することが可能と

なります。 

３）企業実績として、登録済みカルテを一覧の形式で取

得することが可能となります。 

４）技術者実績として、技術者単位の従事実績を一覧の

形式で取得することが可能となります。 

  

3．発注機関から見た主な変更点 

検索時の条件設定を、フリーワードによる指定や項目

単位で全文検索等の新たな機能を追加します。また、登

録されたカルテ履歴も閲覧可能となります。 

さらに、登録されたカルテに対して、登録後の確認や

事後評価等を容易に行うことも可能となります。　 

 

4．おわりに 

現在、システムの本格開発に向け作業を進めておりま

すが、開発機能を充実させるために時間がかかっており

ますので、リリース時期を平成20年春頃として再検討を

行っています。 

再三のスケジュール変更の影響が少しでも少なくなる

よう対処させていただく予定ですが、今後の詳細スケジ

ュールについては、別途JACICnewsやホームページ等

でお知らせします。 

 

（CORINS/TECRISシステム再構築室　次長　高橋　哲男） 

（CORINS/TECRISシステム再構築室　参事　川名万寿雄） 

コリンズ・テクリスの再構築状況 

図　カルテ登録に関する基本的な流れ 
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2006年度のJACIC NET会員のメニュー別利用状況を

報告します。 

 

1．会員数およびアクセス数 

2006年度3月末の会員数は1,768であり、全体アクセス

数は前年度比27％増の206万アクセスでした。（前年度：

163万アクセス）。 

会員区分別で示すと 図－１のとおりです。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1から、建設業が全体アクセス数の71％強に相当

する約164万アクセスと圧倒的に多い状況です。以下コ

ンサルが約18万アクセス、その他が約13万アクセスと続

いています。 

会員区分別のアクセス数の増加率は表のとおりです。 

全アクセス数は約26%強増加しました。その中で独立

行政法人等が約37%増、国土交通省が約34%増となり、

主な利用メニューは人事情報です。建設業は約30%増と

なり、主な利用メニューはCORINS/TECRIS検索です。 

 　 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．メニュー別アクセス数 

JACIC　NETのメニューは大きく分けて以下の６種類

に分類できます。各メニューの詳細は以下のURLを参照

願います。 

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

このメニュー別にアクセス数を整理すると、図－2の

ようになりますが、中でも圧倒的なアクセス数を占め

ているのはCORINS/TECRIS検索です。実に全体の約

71%を占めています。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．月別アクセス数 

月別アクセス数を示すと図－3のようになります。 

2006年７月の20.8万アクセスが最高で、６～８月の

アクセス数が年間を通して最高となる傾向は、ここ５、

６年共通の現象です。（11月の特定異常アクセス数は

削除しました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も会員の皆様へ、価値ある情報を提供していき

ますので、どうぞご利用下さい。 

 　 

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 

（情報管理部　主事　原　國晃） 

２００７.８月号 

2006年度　JACIC NET　利用状況 

 

JACIC便り 

図－1　会員区分別アクセス数 

表　会員区分別の増加率 

 会員区分 増加率（％） 

 一般建設業 29.5  

 コンサル 11.2 

 国土交通省 33.9 

 地方自治体 17.2 

 独立行政法人等 36.9 

 その他 14.8

図－2　メニュー別アクセス 

図－3　月別アクセス数 

/
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２００７.８月号 

JACICセミナーは、建設分野の情報化の推進

を目的に平成14年度から開催しています。平成

19年度の第１回JACICセミナーは、新潟県の泉

田裕彦知事、東京大学の須藤修教授等を講師に

お招きし「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」と題して、平成19年５月

28日に「ホテルはあといん乃木坂（東京都港区）」

において開催しました。 

当日は、定員を上回る大盛況で、204名の参加

があり、最後まで熱心に聞いて頂きました。 

泉田知事の講演では、「安全・安心と情報の

標準化」と題して、就任早々に発生した新潟県

中越地震の対応においてITの活用ができなかっ

た経験から、復興に必要なものは電気、ガスは

いうまでもなく、各セクションの情報が整備さ

れ共有できるシステムが必要で、そのためには

データの標準化が重要である。また、標準は世

界の動向を踏まえて進めなければならないと強

調されました。　　　　　 

内閣府の電子政府評価委員でもある須藤教授は、

「電子自治体とデータ標準化」と題して、組織

間のデータが統合され、データ連携、データの

標準化が重要だが、今後可用性の高いものにす

るため、建設分野のLCDM（Life Cycle Data 

Management）フォーラムで検討されたような

データ標準化の基盤が必要不可欠であると講演

されました。 

礒部猛也元LCDMフォーラム事務局長は、「情

報流通基盤の整備と建設生産プロセス変革の可

能性」と題して、LCDMフォーラムが目指した

流通基盤のイメージデモと、レジストリは、米

国と同様に公的な仕組みとして構築、運用する

必要があると提言されました。 

パネルディスカッションでは、須藤教授をモ

デレータとして、泉田知事、国土交通省大臣官

房技術参事官祢屋誠氏、IAI（International 

Alliance for Interoperability）日本代表理事山下

純一氏、今岡亮司JACIC理事が加わり、「情報

化と社会資本の未来を地方から考える」のテー

マで、今後は社会資本の維持管理が大変であるが、

そのためには情報の共有化を図り、標準化して

いくことが不可避であると意見を交換され、講

演全体をとおしても、データ標準化の重要性が

改めて認識されました。 

講演の内容は、JACICのホームページ 

（http://www.jacic.or.jp/movie/hyojun_semi/）

で動画として公開していますのでご覧下さい。 

 

第１回 JACICセミナー開催報告 

　（標準部　次長　山本　翔） 

泉田新潟県知事講演 セミナー会場風景 
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２００７.８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

発表されなかった研究について、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、ジステック株

式会社代表取締役社長の北嶋様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年度の研究助成をまとめた報告書をご希

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　上席参事　落合清二） 

第２００５－１２号 

次世代CALS/ECにおいては、図面データの内部に数

量や金額といった属性を持つGISデータを作成し設計・

施工・維持の各段階で共有して利用できるシステムが効

果的であり、一連の業務支援システムとして確立するた

めの研究 

ジステック株式会社　代表取締役社長　北嶋　勝三 

  

GISを活用した実体管理データベースの研究において、

下記の２点についての方向性とCALS/ECにおける電子

納品の有効活用についてまとめることができた。 

１）設計者が作成する成果品の電子データを発注者や受

注者が利用できる体制 

・設計業務の成果品は、「報告書」「設計図面」「数量計

算書」「数量計算根拠図」等によって構成されており、

従来までは紙ベースの成果品が主であった。 

・昨今、成果品はコンピュータで作成されCADデータ

を電子納品で受領する体制を整備（CALS/EC）する

よう検討し実践しているが、設計者が作成する図面デ

ータを共有化し、施工や維持管理データとして活用し

ているが、数量や積算については、十分に活用するま

でには至っていない。特に、数量計算については、近

年のCADソフトが延長・面積計算機能等は、設計業

務等において用いるに足る十分な精度を持つにもかか

わらず、CADソフトを活用することなく数量が記載

されている紙媒体的な発想の数量計算根拠図（三斜求

積など）をわざわざ作成するようなことも実際に求め

られている。 

・そこで、設計業務のCADデータや数量データを紙ベ

ースの電子化でなく、各種ソフトの基本機能を十分に

生かした仕様を作成し、発注者や施工者が利用、加工

しやすくすることが大切である。この考え方を発展さ

せていけば、設計・工事請負に関する情報を一元化す

ることも視野に入れることができる。 

・そのためには、何より設計者が提出する電子データの

成果品の詳細な仕様を、以降の業務における利便性等

を考慮し設定することが必要である。 

２）GIS実体管理データベースへの活用できる体制 

・計画→整備→管理という一連の業務を連続的に実施す

るために、市販のGIS（Geographic Information Systems）

ソフトにおいて稼動する実体管理データベースの研究

を行った。 

・実体管理データベースはCADソフトではなく、GISソ

フトを用いる。GISエンジンは、「位置情報を持つ」

図形データに「属性」を持たせることができる。たと

えば、道路の舗装について、①何が（名称情報）、②

どのような形で（規格情報）、③どこに（位置情報）、

④どれだけ（数量情報）、あるのかを把握することが

目的である。 

・実体管理データベースには、現状の、設計業務の電子

データの成果品を全てそのままの形で登録すれば良い

わけではなく、登録データの仕様を検討する必要があ

る。概要は以下の通りである。 

・実体管理データベースに登録される図形データは、「ポ

イント」「ポリライン」「ポリゴン」とする。その個々

のオブジェクトに数量などの属性データを関連付け、

上記①～④の情報を得ることが可能になる。さらに、

個々の図形オブジェクトにその設計根拠となっている

設計図面を参照図面として関連付ける。 

・関連付けられる属性データは数量計算書の情報と部位

毎の仕様そのものである。 

 　 

このように、設計段階から図形と属性を関連づけする

ことで、工事完成時の完成図書関係も精度、属性深度の

高いものが出来上がってくる。また、図形と属性を連動

させることで、従来の作為的な図面未修正や誤記を防ぐ

こともできる。 

今後、保全再生が重要な課題とされている21世紀は、

質の高いデータを共有化し、多種の業務で利活用できる

システムを構築することが、重要な課題である。 

また、データ登録時のチェックシステムも一連の作業

のなかで行うべきである。 

最後に、今後も研究を続けていきたい。 

研究助成成果概要（その6） 
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２００７.８月号 

１．業務システムへのオープンソース技術の適用  

今月も先月に引き続き、業務システムへのオープンソ

ース技術の適用についてお話させていただきたいと思い

ます。夏休み間近にもかかわらず堅い話で恐縮ですが、

少しお付き合いください。 

オープンソースの技術を業務システムに適用するにあ

たり大事なことは、運用面から特に以下２点であると考

えられます。 

・ 業務システムの特性 

・ トータルコスト 

 

2．業務システム適用への留意点  

業務システムの構築において、オープンソース技術の

適用を検討する際、特に気をつけておくべきことは、以

下４点ほどでしょうか。 

 

①情報システム部門等でサーバの運用の集中管理 

構築しようとする業務システムを情報システム部門等

以外で管理・運営することになるか、また、運用する技

術者の確保が可能であるか等、運用の条件を考慮する必

要があります。 

 

②ウエブ（Web）方式で構築できるか 

インターネットを中心として進展してきたオープンソ

ースの技術は、ウエブ（Web）方式への高い親和性を持

っています。しかし、何らかの事情があり、業務システ

ムをC/S（クライアントサーバ：今まで多くの業務シス

テムで採用されています）方式で構成する場合もあるで

しょう。この場合にもデータベースサーバについてはオ

ープンソース技術の適用もできます。ただしこの場合開

発言語については、以前から採用してきた技術（VisualBasic

等）を採用するのがよい場合が多いようです。 

 

③システムの停止がどのくらい許されるか 

システムの利用頻度と目的によっては、障害発生から

システムが再度利用可能になるまでの許容時間が非常に

短い場合があります。例えば、防災関係のシステムでシ

ステム停止がほとんど許されないような場合がこれにあ

たります。現時点のオープンソースの技術では短時間で

のシステム復旧が困難な場合があるので、この事情も考

慮しておく必要があります。 

 

④新規システムか既存システムか 

新規システムの場合、オープンシステム技術を適用し

たウエブ（Web）方式にて構築することをお勧めします。

システムの改良やハードウェアの入れ換えの場合にも、

従来の技術を単純に踏襲するのではなく、オープンソー

スの技術を適用しシステムを構成した場合のコストを算

定し、比較検討してみることをお勧めします。 

 　 

お話してきたことを大まかに整理すると，下図のよう

な流れになると思います。 

今まで皆様が構築してきた業務システムについても，

ぜひ、この流れを再度たどって、オープンソースの技術

が使えるかどうか、見直してみていただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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4） 

情報システム部門等で 
サーバを集中管理しますか？ いいえ 

所管部署で運営管理する 
ことを可能とするソフトウェア 
の選定が前提になります。 

所轄部署でオープンシステム 
技術による管理・運営が可能である 

ウエブ（Web）方式の適用が 
可能ですか？ 

いいえ 

C/S方式の場合は、データ 
ベースサーバーのみの適用に 
なることに留意して、適用を 

検討して下さい。 

データベース（DB）サーバは 
商用ソフトウェアを採用して 
構成する事を推奨します。 

非常に 
短時間 
での復 
旧が要 
求される 

はい 

障害発生から復旧までの回復 
時間としてどの程度が許容され 

ますか？ 

ある程度の時間 
は許容される 

新規システムですか？ 
既存システムですか？ 

新規システム 

既存シ 
ステム 

オープンシステム技術による 
システムの構築を推奨します。 

専門の技術者も検討を 
推奨します。 

オープンソース技術を採用 
する場合と、商用製品で構成 
する場合のコストをシステム 
ライフサイクルの観点から 
比較する必要があります。 
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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。 

 6月20日から22日の3日間にわたり、測量4団体共催に

よる「全国測量技術大会2007」がパシフィコ横浜にて開

催されました。本大会では、測量に係るシンポジウムや

セミナー、技術発表会等多数のプログラムが組まれ、そ

の一環として開催された「測量・設計システム展2007」

に、JACICからGIS研究部・CALS/EC部が出展しました。 

GIS研究部は、様々な機関が作成した地図に関わる情

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）」の展示

説明を主に、GIS普及ビデオの放映・配布、無料GISア

プリケーションであるGISノート、各種パンフレットの 

 

 

 

 

 

 

 

配布を行いました。 

CALS/EC部は、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、発注者を中心に国や他の発注機関の

動向に関する問合せ対応、CALS/ECに関するパンフレ

ット配布を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果として、ブースへの来場者は３日間合計で全来場

者の約1割の2,000名、詳細説明を約200名の方に行うこ

とができ、GIS・CALS/ECの普及の一役を担うことが

できました。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

「全国測量技術大会2007／測量・設計システム展2007」 
への出展報告 

２００７.８月号 

 
回　　　答 

添付するファイルの内容につきましては、案件ごとに異なります。
詳細は入札説明書等の記載内容をご確認ください。なお、記載内容
についてご不明な点は対象案件の発注者にお問合せ願います。 
また、ファイル名に使用する文字につきましては、e-BISCセンター
ホームページの左MENUに「使用文字に関する注意点」を掲載して
いますのでご参照ください。 
 
 
提案値の評価項目は、電子入札システムの調達案件概要画面でご確
認いただくことができます。調達案件概要画面は、調達案件一覧画
面又は入札状況一覧画面で案件名称をクリックしていただくと表示
されます。なお、提案値の評価項目の詳細につきましては、参加案
件の発注者にご確認ください。また、「入札書」画面の提案値の添
付欄には複数のファイルが添付可能です。但し、入札書提出時の添
付可能な容量は全ファイル（内訳書添付がある場合は内訳書も含み
ます）合計で1MB以内です。 
なお、提案値の添付手順の詳細につきましては、e-BISCセンターホ
ームページの左MENUにある「操作マニュアル【工事・業務】」を
ご参照ください。 

質　　　問 
申請書等（技術資料や参加表
明書等）を提出する場合に、
添付資料としてファイルを添
付しますが、このファイルの
内容はどのように作成すれば
よいですか。また、ファイル
名についての注意点はありま
すか。 
総合評価落札方式の案件に参
加する場合、提案値の評価項
目の内容は電子入札システム
上で確認できますか。また、
「入札書」画面に提案値の添
付欄が表示されますが、複数
のファイルを添付することは
できますか。 

項　目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工事・業務 
 
 
 
 
 
 
 
 

地理情報ワンストップサービスの説明 
（GIS研究部　研究員　小早川雅行） 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

CALS/EC理解度チェックソフトの体験 
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２００７.８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） 

 

JACIC東北地方センタ－ではCORINS/TECRISへの

登録等における問い合わせやCALS/EC推進のための電

子入札、電子納品講習会等を実施しております。 

今回は、昨年から実施しております「北海道・東北地

方コアシステム会議」と「EE東北’07への出展」を紹介

します。 

■北海道・東北地方コアシステム会議 

この会議は、電子入札コアシステムを採用又は採用を

予定している公共発注機関で構成し、コアシステムの開

発及び運用などに関する技術情報交換や、より利便性の

高い開発や運用に資することを目的に昨年発足。会議は

第２回まで開催し、情報交換を行いました。第３回目は

今年の８月末頃開催予定です。 

  

  

  

  

  

  

  

 　　　　　　 

 

 

 

■「EE東北'07」への出展 

「いきいき東北・豊かな未来　ゆめをつなぐ新技術」

をキャッチフレ－ズに建設技術に係わる新技術・新材料・

新工法その他、時代のニーズに対応し開発された新技術

を公開する「EE東北'07」が５月30、31日の２日間夢メ

ッセみやぎ（仙台市宮城野区）で開催され、JACIC東北

地方センタ－では、移動コスト縮減の｢電子入札コアシ

ステム｣、資源のリサイクルの推進や資源の循環活用を

図る｢建設副産物及び建設発生土情報交換システム｣、公

共工事の品質確保の促進に関する法律における発注関係

事務の適切な実施を図る｢CORINS/TECRIS検索システム｣、

地方公共団体向け「WEB版積算システム」を展示し、

操作体験していただきました。また、映像提供として「GIS

は今・・導入市町村に見る活用事例」の上映も実施しま

した。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれのシステムを実際に操作していただき、操作

や活用法に関する要望など生の意見を聞くことができま

した。　　 

（東北地方センター長　柳町俊章） 

東北地方センタ－活動報告 

JACIC news　平成1９年８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。 6月のニュースから 

【公募情報（国・公団等）】   263件　【公募情報（地方公共団体）】  2535件 

【建設行政ニュース】 

18日　硫黄島の呼称を「いおうじま」から「いおうとう」へ

変更 （国土地理院） 

21日　国土交通省業務継続計画の決定について （河川局） 

25日　不動産デリバティブ研究会報告書の公表について　　

　 （土地・水資源局） 

28日　国土交通経済（平成19年３月・４月分）の概況  

（総合政策局） 

28日　入札情報サービス（PPI）の移行について 

 （大臣官房） 

【地方整備局ニュース】 

11日　平成19年度第１回（通算第51回）北海道開発局入札 

　　　監視委員会の審議概要について （北海道開発局） 

19日　中部圏大深度地下使用協議会幹事会を開催 

　　　審議概要の公表 （中部地方整備局） 

25日　建設コンサルタント業務において［総合評価落札 

　　　方式（加算方式）］を試行 （関東地方整備局） 

28日　平成19年度第２回　四国地方整備局総合評価本局 

　　　小委員会の開催結果                   （四国地方整備局） 

■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

コアシステム会議の状況 

来場者の操作体験状況 

地方便り 
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