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平成19年８月２日・３日の２日間、東京大学生産技術

研究所において、（社）土木学会情報利用技術委員会（委

員長：皆川勝武蔵工業大学教授）とJACICは、共同主催

による第３回アジア建設IT円卓会議を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

1．会議趣旨 

同会議は電子調達・電子入札・ＧIＳなど近年アジア各

国でも活発になっている建設分野へのIＴの利用について、

アジア各国の建設分野に共通に存在する問題を議論して

連携の基盤を構築しようとするものです。アジア各国の

建設ITに関わるキーパーソンを一堂に集め、技術開発や

技術政策のあるべき方向に関する議論を行い、継続的な

人的ネットワークを構築することをねらいとしています。

平成17年度に始めた同会議も今回３回目でしたが、中国・

韓国に加えて香港からも表のような研究者を日本に招聘

しました。 

表　海外招聘者 

 

 

 

 

 

 

 

2．会議内容 

会議では、柴崎亮介東京大学教授を議長に、第１日は、

各国・地域のレポート、活動事項となっている「アジア

建設ITデータブック」と「建設IＴ多言語用語集」の活動

報告、並びに各参加者から関連分野のレポートが行われ

ました。JACICからは主催者技術レポートとして「建設

副産物システム」及び「建設情報標準化推進計画」につ

いて報告されました。第２日は、午前中に地理情報分野

をテーマにレポートと議論を行い、午後は初の試みとし

て韓国と回線を結び、ＴＶ会議形式でKOCEDプログラ

ム（*1）の紹介をして頂きました。   

（*1）Korea Construction Engineering    

        Development Collaborate Program 

3．次回開催に向けた共同プロジェクト 

「アジア建設ＩＴデータブック」とは、各国の建設事情・

情報整備に関する推進組織・官民の整備計画等に関して

現状を取りまとめるもので、各国の参加者が分担執筆し、

東アジアにおける建設情報に関するデータ集を作成して

ホームページ上で公開出来るようにしたものです。今回

のアジア建設IT会議では、その第１版が提示され、これ

を来年以降も順次更新をしていくことが合意されました。

また「アジア建設IＴ用語集」については、韓国メンバー

からプロトタイプが示され、ワーキンググループを作っ

て検討していくことになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジア建設ＩＴ円卓会議（第3回）開催報告 

ニュースと解説 

 

 

会議状況 

参加者の集合写真 

 国・地域 招聘者氏名 所　属 

 中国 Ma Zhiliang 清華大学　教授　 

 中国 Hao Li 中国建設部副主任　 

 韓国 Kim Inhan 慶熙大学　教授 

 韓国 Choi Won-Sig KICT建設情報部長　 

 香港 Heng Li 香港理工大学教授 

 香港 Lin Hui 香港中文大学教授 
（標準部　主任研究員　河内　康） 
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２００７.１０月号 

JACICが設置・運営を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）とJACICは、こ

のほど委員会のこれからの３年間の活動の指針となる「第

三次建設情報標準化推進三箇年計画」を策定しました。 

この推進計画に関するポイントを前回に引き続き紹介

します。前回は計画全体の目標や考え方を解説しました

が、今回は各小委員会の活動に関して解説します。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 　　　　　　 

 

1． 第三次計画における推進体制 

第三次計画期間の平成19年７月～平成22年６月までは、

前回解説した３つのテーマに対応して以下のような三小

委員会の体制になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各小委員会の委員は、この夏JACICホームページ上で

公募いたしましたが、これに応じていただいた機関・団

体で構成されています。この三つの小委員会に関する注

目すべき検討事項を以下に紹介します。 

  

2．電子納品要領の改訂検討 

「電子成果高度利用小委員会」 （小委員長：島崎敏一

日本大学教授）は電子納品要領を扱っている小委員会で

す。三年間における作業内容は以下の３項目です。 

・電子納品要領・基準類の改訂検討 

・施工現場の情報共有に関する要領案の作成 

・維持管理段階における電子データの効果的活用 

ここでの最大の目玉は、電子納品要領(案)の一連の改

訂です。３つの基本要領(案)すなわち土木設計業務・工

事完成図書・CAD製図基準に関しては平成16年度から

改訂せずに運用をして来ましたが、改める時期に来てい

るかと思われます。運用が開始されてからはじめて判明

した事項などがあり、第二次推進計画期間の３年間に多

くの項目別改訂検討がなされているからです。 

また、維持管理段階との連携や次世代の納品要領の検

討などが、新しく創設されるＷＧで検討される予定です。 

 

3．三次元CADの検討 

第一期・第二期におけるCADデータ交換標準小委員

会のテーマを受け継ぎつつ、あらたなテーマも加えて再

構成されたのが「図面/モデル情報交換小委員会」（小

委員長：寺井達夫千葉工業大学准教授）です。CADデ

ータ交換標準フォーマットであるSXFに関しては、平成

18年度中に、二次元における仕様検討をほぼ終えて

SXFver3.1を公表したところです。このSXF に関する普

及活動は当然今後も続けられますが、技術検討の中心は

３次元CADとこの標準化に重点が移ります。また将来

技術であるプロダクトモデルに関しても検討項目に入れ

ています。 

 

4．ＸＭＬで記述するためのルール化 

要素技術を検討するもうひとつの小委員会が新しい「情

報連携基盤小委員会」（小委員長：柴崎亮介東京大学教

授）です。この小委員会の検討課題は以下のとおりです。 

・建設情報をXMLで記述するためのルール化の検討 

・分散管理された情報の流通基盤の検討 

・情報連携・共有に向けた標準類の維持・更新 

ここでは、建設情報を互換性の高いXMLで記述する

ためのルールを検討するWGと、データベースの仕様の

違いを参照できるような、「メタデータレジストリ」に

ついて検討するＷＧが創設されます。このような「基盤」

を検討するような小委員会になる予定です。 

 

5．事務局検討 

これまでコード/分類体系検討小委員会の中で検討さ

れて来たコード類の検討や、このほか新たに計画期間の

途中から生じてくる検討事項に関しては、最初は事務局

内で扱うものとして位置づけています。 

委員会の概要や推進計画本文については、以下のサイ

トで参照出来ます。 

http://www.jacic.or.jp/hyojun/press070627.htm 

 　　　　　　　（標準部　主任研究員　河内　康 ） 

第三次建設情報標準化推進三箇年計画の解説（その2） 

第三次推進計画　冊子 

建設情報標準化委員会 

幹事会 

事務局 

電子成果高度利用小委員会 

情報連携基盤小委員会 

図面/モデル情報交換小委員会 

第三次推進計画における体制図 
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（財）日本建設情報総合センターでは、平成10年度から

財団の事業目的に合致した研究企画を対象に、研究助成

事業を行っています。平成19年度の研究助成は、応募期

限の７月31日までに46件のご応募をいただきました。審

査会は、学識経験者を含めた委員により８月22日に開催

し、12件を対象に研究助成を実施することを決定しま

した。 

  

審査会（伊理正夫、大橋正和、月尾嘉男、大石久和、

　　　　　守内哲男、今岡亮司、梅原芳雄） 

２００７.１０月号 

平成19年度（財）日本建設情報総合センター研究助成決定 

 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

12

区分 

指定課題 

１－１ 

指定課題 

１－２ 

指定課題 

２ 

指定課題 

３ 

指定課題 

３ 

指定課題 

４ 

 

自由課題 

 

自由課題 

 

自由課題 

 

自由課題 

 

自由課題 

 

自由課題 

平成19年度研究助成対象者（敬称略） 

茨城大学工学部都市システム工学科 

講師　村上　哲 

室蘭工業大学情報工学科　 

教授　板倉　賢一 

熊本大学大学院自然科学研究科 

教授　小林　一郎 

長岡技術科学大学　環境・建設系　 

教授　大塚　悟 

山形大学地域教育文化学部　 

准教授　村山　良之 

愛知工業大学都市環境学科　地域防

災研究センター　 

教授　研究センター長　正木　和明 

金沢工業大学（環境・建築学部） 

教授　鹿田　正昭 

近畿大学理工学部社会環境工学科　 

教授　久武　勝保 

日本振興施工管理研究会　 

ＳＥ職　森川　和芳 

東京大学大学院情報学環　 

准教授　石川　徹 

埼玉大学大学院理工学研究科　 

教授　窪田　陽一 

高知工科大学　フロンティア工学教室 

教授　渡邊　法美 

テ　ー　マ　名 

紙面地盤情報電子化技術を利用する地盤情報DB構築

システムの開発 

柔軟な時間管理概念を導入した４次元GISによる大規模

地下開発支援システムの構築 

相互に影響する構造物間のトータルデザインへの3D-

CADの適用に関する実証的研究 

河道改変履歴を用いた宅地の地震危険度評価に関する

研究」 

GISを用いた地形改変地の震災土地条件評価 
 

位置情報を利用した発災時建設現場のための災害情報

システムの開発・実証実験 

地理空間情報活用のためのGIS･GPS･ICタグを用いた 

高精度位置情報参照システムに関する調査研究 

力学・費用連成によるトンネル積算最適化に関する研究 

携帯電話を利用したオンライン工事記録写真自動整理シ

ステムの業務モデル標準化に関する調査研究 

場所・モノ・事象に対する共通識別子「Uコード」を用い

た、建設分野における公物管理業務の情報化および業

務支援システムの調査研究 

GISを用いた道路景観計画支援システムに関する調査研

究 

地質リスク分析のためのデータ収集様式の研究 

指定課題２ 
３次元CADの利用に関する研究（平成19年度新規） 
指定課題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） 
指定課題４ 
建設分野におけるGPS携帯電話とWeb GISの利用に関する研究（平成19年度新規） 

（参考）平成19年度指定課題 

課　　題　　名 

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（継続） 
指定課題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） 

平成16年度から、JACICが設定するテーマを指定課題とし、従来の自由課題と区分し研究助成を実施することとしています。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画調整部　上席参事　落合清二） 

JACIC便り 
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２００７.１０月号 

JACICでは、平成10年度から財団の事業目的に適合す

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

研究助成成果概要を紹介しています。最終となる本号で

は、株式会社岩根研究所の若桑主任研究員の研究を掲載

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２００５－１３号 

３次元全周囲動画映像による３次元GISと２次元GISの

結合技術を建設分野に応用する調査研究 

株式会社岩根研究所　主任研究員　若桑朝之 

 　 

岩根研究所では、映像による三次元空間認識技術の実

用化を目指して研究開発を続けている。 

そのために三次元空間における自分の位置（カメラ位

置）を正確に求める必要があり、全周囲動画映像を利用

して、カメラ位置を高精度に求める技術の開発を行った。

当社が全周囲動画映像を取得するために用いたカメラは、

Point Grey Research社のLadybug2である。Ladybug2

は、六個のCCDを持ち、それぞれのCCDで毎秒15～20

フレームの動画を取り出す仕組みを持っている。この六

枚の映像を基として、計測に耐える高精細な全周囲動画

映像を生成するために、岩根研究所独自のゆがみ補正を

施して後、全周画像を合成している。このゆがみ補正処

理により、六個のCCDの結合ゆがみは完全に解消され、

さらに視差による補正をして、結合誤差のない全周画像

が取得できた。ゆがみ補正処理が施された全周囲動画映

像から、画像全体に出来るだけ均等に分布する特徴点を

抽出し、それをトラッキング処理し、三角測量の原理に

より数学的に解析し、統計処理することで、映像撮影時

のカメラの三次元位置と姿勢を求めることができた。こ

の方法により全周囲動画映像の各フレームに対応するカ

メラ位置と姿勢の三次元データを全周囲動画映像の全フ

レームについて取得し、それを映像データに付加した。

この新しい概念の三次元付加全周囲動画映像をCV（カ

メラベクトル）映像と呼称する。 

CV映像を用いれば、カメラ移動近傍の対象物を広範

囲の視角からとらへ、対象物の三次元座標や、三次元形

状を座標と共に読み取ることが可能となった。CV映像

により画像は三次元座標を持つことになり、映像があた

かもCGでもあるかのように、画像の様々な三次元的処

理と加工が可能となった。　 

また岩根研究所では動画映像とGISを組み合わせる技

術としてビデオGIS（特許第３０９９１０３号）を開発・

販売している。このシステムは二次元GIS地図と動画映

像がリンクしており、様々な情報とともに動画映像の各

フレームも地図上の座標値を持っている。 

本研究では、前記二つの技術を結合する実験を行った。

準備として同一箇所の通常のビデオ映像および全周囲動

画映像を撮影し、一方二次元のGISの構築と、全周囲動

画映像の三次元化処理を行いCV映像を用意した。 

まず、CV映像を利用して三次元GISの検証を行った。

CV映像は三次元座標を持つという優れた特性から、全

周囲動画映像から生成されたCV映像自体を三次元空間

地図とみなすことができる。そこで、三次元座標を持つ

情報をCGとして全周囲動画映像中に配置し、三次元GIS

システムのプロトタイプ作成を行い、有用性を確認した。 

次に二次元GISと全周囲動画映像の結合を行った。二

次元地図およびCV映像はそれぞれ独立に二次元座標お

よび三次元座標を持っているため、当該課題を解決する

ために、これらを統合する必要があった。実際に統合さ

れた座標値を地図上にプロットすることにより、検証を

行った。さらに、これらシステムによる実際の道路管理

GISへの利用を想定した検討を行った。 

研究助成成果概要（その7） 

図　二次元地図と全周囲映像を結合した画面 
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２００７.１０月号 

１業務システムへのオープンソース技術の適用  

先月のオープンソース解説（シリーズ４）では、業務

システムへのオープンソース技術の適用について、主に

業務システムの技術的な要件（特性）からお話させてい

ただきました。 

今月は、コスト面からオープンソース技術のお話をし

てみたいと思います。紙面の関係から要点のみを紹介さ

せていただいていますが、ちょっとわかりにくいかもし

れません。ご容赦ください。 

 　 

2業務システムのコスト特性  

構築する業務システムのコストは、TCO（トータル

コストオーナシップ）と呼ばれるシステムの調達・運営

全般をとらえた“全体コスト”の立場から検討すること

が必要です。単にシステム導入費用だけでは無く運用等

のコストまでも含めることで、オープンソース技術適用

についての優位性も明らかになってくるところと思いま

す。 

（1）導入費用。 

以下にオープンソースの導入に係る項目についてまと

めてみました。 

（2）運用費用 

同様に、運用に係る項目についてまとめてみました。 

オープンソース解説（シリーズ5） 

業務要件、システム要件が明らかになった後にベン

ダに依頼する見積りにおいても、このような費用項目

についての提示を求めてみてもよいかもしれません。 

（システム高度化研究部　主任研究員　比留間敏員） 

 

ハードウェア価格 

 

オペレーティング 

システムの価格  

 
クライアントライセンス  

 

 

 

 

 

ミドルウェアの価格  

 

 

 

 
 

導入前評価費用  

 
 

導入作業費用 

UNIX（Linux）機に対するIAサーバに

は価格メリットがある。特に中下位機で顕

著な場合が多い。  

Linuxは無償、ただし、システム導入費用

全体の中でオペレーティングシステム自身

の価格は相対的に小さい。  

Windowsではクライアントライセンスが必

要であるのに対し、OSS（Linux等）は一

般に無制限利用可能。  

リナックス（Linux）版商用ミドルウェアの

価格はWindowsと同程度、UNIXよりは

低額な傾向。  

オープンソースソフトウェアは、インターネッ

トからダウンロードすれば無償で利用可能。

オープンソースソフトウェアをベースとした

商用版ミドルウェアは商用ミドルウェアに

比べると低価格。ウエブ（Web）サーバ

等は、通常、オペレーティングシステム（OS）

に付属。 

オープンソース・ミドルウェアをダウンロード

すれば無償で事前評価可能。  

作業内容に依存するが、通常はベンダ技

術者に対するコストであるため、商用ソフ

トとオープンソースソフトウェアの顕著な違

いはない。 

費用項目 オープンソース技術適用に係る状況 

ハードウェア保守費用  

 

 

オペレーティングシス

テム保守費用  

 

 

 

ミドルウェア保守費用  

 
 

電力、空調、施設ス

ペース、ネットワーク等

施設費用  

 

オペレーティングシス

テム保守期間の短さ

によるオペレーティン

グシステム改版＆移

行費用（人件費、また

は、外部委託費用）  

 

データ配布/バックア

ップ/運用管理の費

用（人件費、または、

外部委託費用） 

 

ミドルウェア保守費用  

 

電力、空調、施設ス

ペース、ネットワーク等

施設費用  

 

オペレーティングシス

テム保守期間の短さ

によるオペレーティン

グシステム改版＆移

行費用（人件費、また

は、外部委託費用） 

ハードウェア価格に連動して安価。  

ベンダーの有償サポート費用になる。

一 般 に U N I X よ り は 低 価 格 。

Windowsとの比較では、パッチ適用、

障害調査等Windowsとは実施可能な

サポートの内容の差、単純な価格比

較はすべきでない。 

オープンソースソフトウェアベンダ

の有償サポートサービスと商用ミド

ルウェアのサポート価格を比較する

こと。  

ブレードサーバー（用語集参照）に

Linuxを適用するケースに代表される

超集積型サーバで顕著なメリット。  

商用リナックス（Linux）は保守期間

５～７年（新規ハードウェア対応は

３年）、他商用OSと比べ遜色なし。

ベンダの拡張有償サポートにて延長

も可能。商用OSと違い、リナックス

（Linux）の保守は、ベンダ・ユーザ

の自主的判断によって、期間延長が

可能。  

Linux版バックアップ/運用管理ツー

ルソフトも、遜色なく充実、リナッ

クス（Linux）、Windows、UNIXで

顕著な差はない。 運用の省力化・自

動化に有効、省力化の工夫が可能。 

オープンソースソフトウェアベンダ

の有償サポートサービスと商用ミド

ルウェアのサポート価格の比較が必要。  

ブレードサーバにLinuxを適用するケ

ースなどの超集積型サーバでより顕

著なメリット。  

商用リナックス（Linux）は保守期間

５～７年（新規ハードウェア対応は

３年）、他商用OSと比べ遜色なし。

ベンダの拡張有償サポートにて延長

も可能。商用OSと違い、リナックス

（Linux）の保守は、ベンダ・ユーザ

の自主的判断によって、期間延長が

可能。 

費用項目 オープンソース技術適用に係る状況 
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２００７.１０月号 

JACICは、財団法人港湾空港建設技術サービスセンタ

ー（SCOPE）と共同で『CALS/ECの本格普及による建

設生産システムのイノベーションを体感する2日間』を

テーマとして、「CALS/EC MESSE 2008」（平成20年

１月24～25日・於：東京・有明 TFTホール）の開催を

決定しました。 

「CALS/EC MESSE 2008」は、公共事業発注機関や

建設関連業の皆様を対象として、CALS/ECや建設ICT

に関する最新の技術・製品情報を一堂に会して展示・紹

介するほか、シンポジウムやセミナー、テクニカルフォ

ーラム等盛り沢山の企画を予定しており、数多くの来場

者が期待されます。そのため、「CALS/EC MESSE 2008」

は、格好の技術情報の発信・交流の場になると確信して

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪展示会≫ 

公共事業発注機関や建設関連業を対象に、CALS/EC

の導入推進や建設業におけるICTの普及等を目的として、

最新のICT技術及び製品並びにCALS/ECソリューショ

ンに関する展示、教育・研究機関における建設ICT及び

測量分野等の研究成果の展示、主催者によるCALS/EC

体験ゾーンの展示を予定しております。現在、展示会の

出展社（技術・製品）を募集しております。詳しくはホ

ームページを御覧下さい。 

≪シンポジウム≫ 

建設産業の情報化に関する基調講演と他産業の情報技

術の利活用に関する特別講演、今後の建設産業の情報化

についてパネルディスカッションを行う予定です。 

○開催日：平成20年1月24日(木) 

○会　場：東京・有明TFTホール 

○定　員：300名 

○参加費：5,000円（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪セミナー≫ 

今回は、毎年好評を得ている先進／導入事例セミナー、

実務者セミナー、CALS/EC入門セミナーに加えて、新

しく「受注者効果的事例セミナー」を企画しております。 

～受注者効果的事例セミナー～ 

受注者のICTを活用した業務の効率化やコストダウン

を図った事例を紹介するセミナーとし、来場者の業務改

善に資するものと考えております。 

 

◆ 開催概要 ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 出展に関する問合せ ◆ 

CALS/EC MESSE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 2008ホームページ 

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

 （CALS/EC部　研究員　本間辰徳 ） 

来年1月に「CALS/EC MESSE 2008」を開催 

担当者より説明を受ける来場者　（CALS/EC MESSE2007より） 

プレゼンテーションに耳を傾ける来場者（CALS/EC MESSE2007より） 

主　催 
後　援 
会期 
会　　場 
見込み出展社数 
見込み来場者数 
来場対象者 
 
 
出展ジャンル 

JACIC、SCOPE 
国土交通省（予定） 
平成20年１月24日（木）・25日（金） 
東京・有明TFTホール 
60社 
10,000人 
中央省庁、地方公共団体、総合建設業、専門工
事業、建設コンサルタント、設計事務所、測量設計業、
地質調査業、教育／研究機関　ほか 
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 

CALS/ECコーナー 
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標準化セミナーは、建設情報標準化委員会活動の紹介
と策定した標準の普及について、関係者のご理解を得る
活動として、平成12年度から開催しております。今年度
の第二回セミナーは、下記のとおり初めて福岡で開催し
ます。 
今年度は、標準化委員会の第二次推進三箇年計画の活

動が６月に終了しましたので、二次推進計画の成果を中
心に国土交通省が進めるCALS/EC、標準化の必要性、
第三次推進計画及び標準化委員会の成果を実装した東京
都下水道局の事例等について講演を予定しております。
建設情報の標準化、CALS/EC等に関心のある皆様のご
参加をお待ちしております。 

　建設情報標準化セミナー2007福岡開催のご案内 

コリンズとテクリスの登録を行う企業の皆様には、電
子証明書の更新手続きを平成19年９月13日から開始しま
したのでお知らせいたします。 
JACIC news１月号では、電子証明書の年度更新手続

きを５月からとしていましたが、必要な準備の都合から
更新手続きを平成19年９月13日から開始しました。 
既に登録されている電子メールアドレス宛に、電子証

明書の更新案内を順次送信しております。 

なお、更新案内のメールが未達であっても、発行先が
「(J2006)」で始まる電子証明書をお持ちであれば、利用
申請ページの「更新」メニューから更新手続きが行えま
す。「(J2007)」で始まる電子証明書をお持ちの場合は、
更新手続きを行う必要はありません。 
ご理解とご協力をお願いいたします。 
 

（CORINS/TECRISセンター　参事　桔梗靖之） 

［電子証明書の更新手続きは9月１３日から開始しました］ 

JACICでは、当センターの事業目的に合致した研究企
画に対し、研究助成を実施しています。平成18年度は12
件のテーマについて実施をいたしました。 
この度、下記の日時で研究助成事業成果の報告会（参

加費：無料）を開催いたします。当センターの賛助会員
の皆様をはじめ関係各位、また一般の皆様のご参加をお

待ちしています。参加申込書は今後。ホームページ
（http://www.jacic.or.jp/）で掲載を予定しております。 
開催日時：平成19年11月14日（水）13：30～17：00 
開催場所：はあといん乃木坂（東京都港区南青山1-24-4） 
定　　員：200名 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

　研究助成事業成果報告会開催のご案内 

２００７.１０月号 

 

 

記 
　　　　　　　　　○日　時：平成19年10月19日（金）13：00～16：25 
　　　　　　　　　○場　所：エルガーラホール（福岡市中央区天神1-4-2） 
　　　　　　　　　○参加費：無料（定員150名） 
　　　　　　　　　○申込み：JACICホームページ上で　 
　　　　　　　　　　　　　　http://www.jacic.or.jp/topics/2007090301/kensetsuseminar2007fukuoka.htm

JACIC便り 

 
13：00～13：05 
 
13：05～13：35 
 
13：35～14：05 
 
14：05～14：45 
 
14：45～15：05 

15：05～15：35 
 
15：35～16：05 

16：05～16：20 

16：20～16：25

（財）日本建設情報総合センター 
理事長代行　大石 久和 

国土交通省大臣官房 技術調査課 
課長補佐　 　山田　剛 

（財）日本建設情報総合センター 
審議役兼標準部長 秋山　実 

関西大学 総合情報学部 
 　　　　　　　教授　田中 成典 

 
（財）日本建設情報総合センター 
  　　　CALS/EC部長　松浦　弘 

東京都下水道局 施設管理部 
 　管路管理課　係長　武見 敏靖 

 
（財）日本建設情報総合センター 

 　審議役兼標準部長 秋山　実 

 
開会挨拶 
 
国土交通省が進めるこれからのCALS/EC 

建設情報標準化委員会の経緯と第三次建設情報標準
化推進計画 

建設情報標準化委員会の成果 
 
休    憩 
九州・山口地域におけるCALS/ECの導入状況につ
いて 
下水道台帳情報システムによるSXFの活用・リサイ
クル 
質 疑 応 答 

閉会挨拶 

 

時　間 内　容 講　師 

コリンズとテクリスの電子証明書、更新手続きのお知らせ 

○プログラム（案） 

（標準部　次長　山本　翔） 
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２００７.１０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） 

今年の夏は、記録的な猛暑が全国各地で続いておりま
すが、猛暑の中での北陸地方センターの活動状況をご紹
介します。 
■「電子入札連絡会議（北陸）」の開催 
平成19年度第１回目の連絡会議を、各県・市町村等か

ら担当者４０名のご参加をいただき、８月７日金沢市で
開催しました。会議の中では、さらなる、運用・導入へ
向けての情報交換や課題等について熱心な議論が行われ
ました。 
■電子入札体験コーナーの利用状況 
８月10日に北陸地方センターの「電子入札体験コーナ

ー」へ長岡市の担当者が来訪され、熱心に「電子入札コ
アシステム」を体験していかれました。 
■「けんせつフェアin北陸2007」開催延期 
10月12日～13日に開催予定されていた「けんせつフェ
アin北陸2007」の開催が、中越沖地震の影響で11月２日
（金）～３日（土）に延期されることになりました。 
JACICからは、CORINS/TECRISシステムや電子入
札コアコアシステムの実体験コーナー等の出展を予定し
ておりますので、是非ご来場お待ちしております。 

（北陸地方センター長　穂苅正昭） 

北陸地方センター活動報告 

e-BISCコーナー 

JACIC news　平成1９年１０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 

 
回　　　答 

Windowsのユーザ名（ログイン名）、Windowsのネットワークに用
いるドメイン名、JREソフトをインストールする際のWindowsのユ
ーザ名（ログイン名）に2バイト文字（ひらがなや漢字等の全角文字）
を使用している場合、警告が表示される可能性があります。 
詳しくはご利用の認証局へお問合せください。 
（Windowsのユーザ名及びドメイン名に関する制限事項については、
e-BISCセンターホームページの「重要なお知らせ」の平成15年4月
10日付け「電子入札コアシステムを利用する応札者向け制限事項の
周知について」をご参照ください。） 
市町村合併に伴い企業住所変更が生じた場合の旧企業住所で取得し
たICカードの取扱については、ご利用の認証局と参加予定案件の発
注者にお問合せください。認証局と参加予定案件の発注者が電子入
札システムでの使用を認めた場合は、引き続き旧企業住所でのICカ
ードを使用する事ができます。 
認証局、又は発注者に旧住所のICカードの使用を認められない場合
は、旧住所のICカードを使用する事はできないため、ICカードの内
容変更については、ご利用の認証局へお問合せください。 

質　　　問 
電子入札システムトップメニ
ュー画面で「Java Plug-in ア
プレットインストールの警告」
と表示されます。 
 
 
 
 
 
市町村合併により企業住所が
変更になりました。 
旧住所のICカードを引き続き
電子入札システムで使用する
ことは可能ですか。 

項　目 

 

 

 

工事・業務 
 
 
 
 
 
 
 
 

物品・役務 
 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 
 

電子入札体験コーナーの利用状況 電子入札連絡会議（北陸）の開催状況 

地方便り 
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