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明けましておめでとうございます。 

JACICは建設分野での情報化について、着実に成

果を上げてきているものと自負いたしておりますが、

これは日頃からの皆様のご支援の賜物と深くお礼申

し上げます。 

いま、JACICなどいわゆる公益法人のあり方につ

いて、いろんな議論がなされています。指摘されて

いる問題点には、長い間の惰性などによって改革や

改善が不十分であったものもあり、効率的で説明力

ある運営を目指さなければならないものも含まれて

おり、これらについてはわれわれが反省し、是正し

ていかなければなりません。今後、経営者として深

い自覚のもとに組織運営に努め、最大効率のサービ

スを国民の皆様にお返しできるよう努力して参りま

すので、一層のご支援ご協力をよろしくお願い申し

上げます。 

厳しい財政事情のもとで、公共事業費の大幅な削

減が続き、自然条件などの差を考えると、すでに公

共事業による社会資本ストックの増加量は欧米水準

を下回りつつあります。また公務員の定数も大幅に

縮小され、本省・整備局・事務所・各県市町村は、

今まで以上に、費用的にも人員的にも効率的に社会

資本の整備や、河川道路などの公物管理を行わなけ

ればならなくなっています。 

一方で、入札制度の改変などにより執行プロセス

が複雑化し、その説明性（アカウンタビリティ）の

向上が求められ、社会資本についての国民・地域住

民の説明要求レベルは上がり続けています。こうい

った状況のもとで、国土交通省などが所管し提供す

る国民へのサービスについて、その水準が低下をき

たさないようJACICは、行政の補完機構として、公

共調達の円滑化を公平かつ中立的立場から支援して

いく必要があります。 

このためには、単に建設時における情報化にとど

まらず、維持管理からリサイクルに至るまでの社会

資本のライフサイクル全体について、情報化を考え

ていかなければなりません。建設の効果は、フロー

としてよりも圧倒的にストックとして効用を持つか

らであります。今後、更新時期を迎える橋梁に代表

されるストック群が、建設・補修の履歴や老朽化の

程度などを情報化して装備していることは決定的に

重要な事柄です。 

JACICのIは、インフォメーションですが、情報に

はインテリジェントと表記すべきものがあります。

国民がどのようなインフラ環境にあるのか、どのよ

うな国土環境にいるのかを、インテリジェントな説

明で理解していただける努力が必要となっています。

それはインフラのインテリジェント化とでも呼ぶべ

き環境を作り上げることであります。 

本年もJACICの活動成果が、国民のより安全で、

より効率的で、より快適な生活・生産環境の提供に

役立つよう努めて参ります。何卒よろしくお願い申

し上げます。 

新年のごあいさつ  

 

 

理事長代行　大石　久和 
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２００８.１月号 

 

JACICの平成19年の５大ニュースを紹介します。 

 

（1）入札情報サービスの本格運用開始 

平成16年度から運用してきた入札情報サービス（統合

PPI）を利用した国土交通省発注案件の情報提供が本年

７月から開始され、国県市を通じた検索が可能となりま

した。公共発注機関の提供する情報の一元化と公表方法

の統一により、国民及び入札参加希望者の利便性の向上

が図られました。平成20年度からの参加機関増加等によ

り、一層の利便性向上が期待されています。 

PPI：Public works Procurement Information service 

 

（2）情報セキュリティ標準の決定 

平成17年12月に内閣が策定した「政府機関の情報セキ

ュリティ対策のための統一基準」に基づき、情報セキュ

リティ対策の包括的な規定案として「情報セキュリティ

標準」を平成19年６月11日に決定し、JACICにおける情

報及び情報システムをあらゆる脅威から守るために、必

要な情報セキュリティ確保に最大限取り組むこととしま

した。 

平成19年６月には、情報セキュリティの重要性を理解

し、情報セキュリティを実践するため、役職員及び協力

事業者を対象に研修を行いました。 

また、平成19年８月からは身分証明書（ICカード）に

より、入退室管理システム及びPC立ち上げ制御システ

ムを導入し、情報セキュリティの強化を図りました。 

 

（3）第三次建設情報標準化推進三箇年計画の策定 

建設分野全体の生産性向上に資することを目的に産学

官の委員で構成され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、平成19年６月の第15回

委員会で第二次計画を完了し、新たに平成19年度を初年

度とする三箇年の計画を策定しました。 

新計画では、標準化活動の方向を以下とし、小委員会

もこれまでの４つから３つに再編しました。 

①　ライフサイクルにわたるデータ流通と利活用 

②　三次元データやプロダクトモデルの活用による業務

改善 

③　分散管理されたデータの統合利用を促進するため

の連携基盤の整備 

 

（4）地方公共団体用のWeb版積算システム及びXML

形式の基準データの提供開始 

平成10年からクライアントサーバ方式による「自治

体向け新土木工事積算システム」を地方公共団体等へ

提供してきました。平成18年10月には、OSやミドルウ

エアが変更された場合にも機能拡張及びシステムの維

持保守が容易に行えるJava技術を用いた「Web版土木

積算システム」を開発し、併せて「XML形式土木積算

基準データ」を標準化し、仕様を公開しました。平成

19年度は「Web版土木積算システム」、「XML形式土

木積算基準データ」と併せて普及活動を開始しました。

秋田県においては企画提案競技の結果、「Web版積算

システム」導入及び「XML形式土木積算基準データ」

の提供を開始しました。XML形式の基準データ提供は、

他に３機関と協議中です。 

 

（5）2次元CADデータ交換標準（SXF　レベル2）の

完成 

平成12年に開発され、それ以降、改訂が進められて

きた2次元CADデータ交換標準（SXF）は、平成18年

度の改訂作業（クロソイドの描画、弧長の表現）をも

って開発が完了したことを平成19年６月の建設情報標

準化委員会で報告しました。図面は最も活用されてい

るデータの1つで、調査、計画、設計、施工、維持管理

の業務プロセス間を受け継がれて利用されていること

から、建設事業全体の業務効率向上に貢献することが

期待されます。 

（企画調整部　参事　満田広司） 

平成19年  5大ニュース 

ニュースと解説 
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JACICでは、平成10年度から情報技術を活用し建設マ

ネジメント技術の向上に資するような「建設分野の情報

化の企画・提案・標準化に関する研究」や「建設分野の

各種業務の情報化に関する研究」を行う研究者を対象と

して研究助成を行っております。 

平成19年11月14日（水）はあといん乃木坂（東京都港区

南青山1-24-4）で第５回研究助成事業成果報告会を開催

致しました。本報告会は、平成18年度研究助成事業12件

の内５件について報告をお願い致しました。 

室蘭工業大学工学部情報工学科　教授　板倉賢一氏の

「Web3DとRDBMを援用した大規模地下開発支援シス

テムの開発」では、情報化施工技術の支援システムとし

て膨大な4次元時空間（３次元地下空間＋時間軸）デー

タを扱い、それらを仮想空間内で様々に可視化表示する

ためのシステム設計を行った。現在施工中である瑞浪超

深地層研究所プロジェクト（1996-2017年、予定最大深

度1,025ｍ）を対象に4次元GISプロトタイプ･システムを

開発し仮想空間内で様々に可視化表示し設計概念との妥

当性について確認を行った。今後も現場適用試験を継続

し、システムの評価を行う。 

九州大学大学院工学研究院建設デザイン部門　池見洋

明氏の「100年前の土地利用図の作成および地表空間の

立体的定量化方法の開発」では、100年の間に地類境界

の考え方が違うこと土地利用区分の再分類を行ったこと

旧版地形図への位置情報の付加など研究に当たってのプ

ロセスを丁寧に説明されました。1997年と今回作成した

1900年の土地利用図は、森林や農用地という自然資源を

消費しながら拡大していった都市化の様子を時空的に明

らかにしているなど，その有効性が確認できた。 

株式会社ニュージック　寺尾敏男氏の「拡張DMデー

タとそれを利活用した、道路の最適線形検索システムの

構築」では、道路最適設計研究会を立ち上げ理想の道路

の要件（経済性、施工性、機能、法令･基準、環境、維

持管理等）検討を行ってきた事。この事を目標に

OHPASS という３次元地形データが扱え最適設計が可

能なシステムを利用し既に共用が開始されている区間を

対象に土量バランスや工費を考慮した比較案の報告が有

り検証も概ね良好との報告がありました。また、

OHPASSの最適設計結果を3次元CADシステムを介して

VRシステムであるUC-Win/Roadとの連動し「景観」に

注目した動画実演がありPI等の場面での活用が期待できる。 

日本振興株式会社情報ソリューション部　SE職　森

川和芳氏の「デジタル写真改ざんチェックシステムを利

用しての電子成果品の「工事写真」に関する調査研究」

では、４万６千点に及ぶ現場工事写真及び電子納品の形

態での工事写真を収集し、工事写真における編集の実態

調査を行った結果、一部において編集の疑いが持たれ

る工事写真の実態についての報告があり次のような提

言がありました。Exif情報が付加されていない工事写

真は認めない。デジタルカメラ本来の利便性を認める

方向で編集を分類すると、補正、調整、加工、合成等

がある。監督者の承諾が得られれば、原本を添付した

上で補正と合成は認める。請負者側への注意事項では、

カメラの日付を確認する事が必要。使用するカメラは

ExifVer.2.1対応のカメラを使用して頂きたい。今回の

研究成果が工事写真改ざんの抑止力にもなることを期

待したい。 

熊本大学大学院自然科学研究科　教授　小林一郎氏

の「VR技術を用いた施工支援ツールの開発」では3次

元CADデータと出来形計測データをWeb3D技術によ

り可視化し、既往研究で開発した工事情報共有システ

ムと連携する施工支援システムについて報告がありま

した。具体的にシステムを用いて、道路土工、舗装工

を対象にした実証実験は３種４級の約50mの工事で施

工前の現場状況から24日後の施工完了までの現場状況

を工程表と３次元立体モデルが連動したシミュレーシ

ョンで画面表示しました。また、３次元立体モデルに

よる計画値とトータルステーションで取得した出来形

計測箇所による実測値をWeb3Dで立体的に表示するこ

とで計画値と実測値を目視で確認することができること、

その結果、監督・検査業務である設計図面の照査、施

工状況の確認、工程把握、工事施工の立会いにおいて、

従来の施工計画書や工事関係書類も併用することで２

次元情報では理解不能な箇所が明確になることや、不

可視部分の構造物の設計形状と実測値を確認できると

いった効果が得られる。また、業務改善の効果としては、

提案したシステムを用いて工事施工の立会いを行うこ

とで、遠隔立会いが実現可能となり、現行手法の３分

の１の時間で業務を行うこと可能。工事情報を利活用

して３次元的な可視が可能なシステムを運用することは、

施工段階の監督・検査業務の改善に有効であるとの報

告が５名の方からありました。 

最後に、研究助成審査会の伊理正夫委員が本研究助

成の発表は、10年前では夢と考えられていた事が実現

できている。またデジタル写真の改ざんなど情報化の

進捗により生じている様々な報告を聞き意義ある研究

助成であり研究者の方の報告に感銘を受けました。と

の講評を頂きました。 

報告会の内容は、JACICのホームページで公開して

いますのでご覧下さい。 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 
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JACIC便り 

第5回研究助成事業成果報告会開催報告 
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1．はじめに 

電子入札コアシステム開発コンソーシアム（以下「コ

ンソーシアム」という）は、公共発注機関へ汎用性の高

い電子入札システムを提供することを目的にJACIC及び

SCOPE（港湾空港建設技術サービスセンター）が運営し、

公共発注機関（特別会員）と、システム開発能力を有す

るITベンダー等（正会員・賛助会員）により構成して

います。 

本年度も第６回コアシステムユーザー会議および第19

回特別会員会議をCALS/EC MESSE 2008に合わせて開

催を予定しています。会議の開催に伴い両会議について

ご紹介します。 

 

2．コアシステムユーザー会議 

（1）目的 

電子入札コアシステムのユーザー（採用済みの公共発

注機関でシステム構築中の団体を含む）間における、導

入時および運用に関する技術情報の交換を行うことによ

り、円滑な導入や運用を目指すことを目的とした会議で

す。 

 

（2）概要 

コアシステムユーザー会議は、東京で開催する総会と

地方を８ブロックに分け開催する地方ブロック別コアユ

ーザー会議（以下「ブロック会議」という）があります。 

①　総会 

総会は、ユーザーのみが参加できる会議で、開発・運

用に関する情報提供を行い、各ユーザー間の情報共有や

意見交換を図ることを目的とし、年１回開催しています。 

各ブロック会議で共通的に取り上げられた討議項目や

要望等については、総会の前にアンケート調査を実施し、

その結果をふまえて総会の検討資料とします。 

②　ブロック会議 

ブロック会議は、各地方ブロックにおけるユーザーを

中心とし、電子入札の導入を検討している団体もオブザ

ーバとして参加が可能な会議です。同ブロック内の身近

な団体と意見交換等を行うことにより、ユーザーの電子

入札の導入や運用が円滑に行われることを目的とし、北

海道・東北、関東・甲信、北陸、中部、近畿、中国、四

国、九州・沖縄の８ブロックに分け活動しています。 

ユーザー会議では、参加団体よりブロック長を選出し

ており、会議の議題は、会議開催前に実施される事前質

問や議題提起により選定します。 

 

3．特別会員会議 

（1）目的 

特別会員には、電子入札を導入又は導入検討している

多くの公共発注機関が登録しており、コアシステムの普

及に伴い、特別会員会議とユーザー会議の参加者の大半

は重複しています。 

ユーザー会議の目的がユーザー同士の情報交換である

ことに対して、特別会員会議は、コンソーシアム事務局

から特別会員に対してコアシステムに関する情報を提供

すると共に、質疑応答を行うことを目的に年１回JACIC

並びにSCOPEが開催する会議です。 

 

（2）概要 

コンソーシアムでは、コアシステムを取り巻く環境の

変化や技術の進歩、またユーザーからの要望などを基に

検討した内容等を、特別会員会議やホームページ等を通

じて幅広く伝えています。 

本年度は、コンソーシアムの今後の方針や、これまで

情報を提供しているコアシステムのWindows Vistaに対

する取り組みの最新情報および対応時期等について報告

を行う予定です。 

 

4．会議開催予定 

昨年度と同様にCALS/EC MESSE 2008に合わせて以

下の日程で開催する予定としています。 

 

日時：平成20年１月25日（金）午後 

　　　　　　　　　　　（両会議を続けて開催） 

会場：東京 ファッションタウンビル（TFT） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（CALS/EC部　主任研究員　菊地　修） 

CALS/ECコーナー 

電子入札コアシステムユーザー会議・ 
特別会員会議開催のご案内 

（第18回特別会員会議の様子） 
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２００８.１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』

と題し、CALS/ECシンポジウムや各種セミナー、最新

技術・製品を一堂に集めた「CALS/EC MESSE 2008」

を開催致します。 

・開 催 日：平成20年１月24日（木）、25日（金） 

・開催場所：TFTホール（東京・有明） 

・後　　援：国土交通省 

第7回目を迎えた今回は、新たな企画として「受注者

効果的事例セミナー」を加え、一層の内容充実を図り、

皆様のご来場をお待ちしております。 

【展示会】　　　　　　　　　　　　１月24日・25日 

■CALS/EC体験ゾーン（主催者展示ゾーン） 

■建設ICT&CALS/ECソリューション展示ゾーン 

国、地方公共団体及び建設関連業者向けのICTに関す

る最新製品並びにCALS/ECソリューションを主要企業

や関連団体が展示するゾーン 

【セミナー】　　　　　　　　　　　１月24日・25日 

■発注者先進／導入事例セミナー（３講座） 

発注者における先進的なICT活用事例や研究事例、効

果的事例を紹介するセミナー 

【講師】島根県、大阪府、関西国際空港㈱ 

■受注者効果的事例セミナー（３講座）　　【新企画】 

受注者のICT活用による業務の効率化／高度化などの

効果的事例を紹介するセミナー 

【講師】住友大阪セメント㈱、三井住友建設㈱、㈱熊

谷組 

■実務者セミナー（6講座） 

現場実務者に役立つ情報を提供するセミナー 

【講師】(社)日本土木工業協会、(社)建設コンサルタン

ツ協会、(社)全国地質調査業協会連合会、国土交通省 国

土技術政策総合研究所、国土交通省 国土地理院 

■CALS/EC入門セミナー（３講座） 

CALS/ECの市町村への展開を考慮して企画する

CALS/EC初心者向けセミナー 

【講師】JACIC、SCOPE 

■テクニカルフォーラム（６講座） 

出展社による製品・システムの解説やユーザ事例を紹

介するセミナー 

※各講座のタイトル・時間等はホームページをご覧下さい。 

【CALS/EC シンポジウム】　　1月24日13:00～16:00 

“業務改善から生産性向上へ” 

CALS/ECが実現する建設生産システムの明日 

CALS/ECシンポジウムでは、他産業におけるICTの

活用事例として航空産業に携わる方による講演や生産性

向上に向けて業務の改善に取り組んでいる方々によるパ

ネルディスカッションを行います。（定員：300名） 

【基調講演】 

国土交通省 大臣官房技術審議官 佐藤　直良 氏 

【特別講演】 

㈱日本航空ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 整備本部 技術部 副課長 濱田　真悟 氏 

【パネルディスカッション】 

≪コーディネータ≫ 

武蔵工業大学 工学部都市工学科　教授 皆  川　 勝 氏 

≪パネリスト≫ 

国土交通省 大臣官房技術調査課 建設技術調整官 笹森　秀樹 氏 

㈱日本航空インターナショナル 整備本部技術部 副課長 濱田　真悟 氏 

岐阜県 県土整備部 技術検査課 建設技術企画監 冠者　信男 氏 

ジェイアール東日本コンサルタンツ㈱ IT事業本部 部長 小林　三昭 氏 

㈱奥村組 管理本部 情報システム部 部長 五十嵐　善一 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

CALS/EC MESSE運営事務局（プロプラン内） 

TEL：03-5348-5881／FAX：03-5348-5880 

E-Mail：cals2008@proplan.co.jp 

公式HP：http://www.cals.jacic.or.jp/event/messe 

http://www.scopenet.or.jp/cals/ 

（CALS/EC部　研究員　本間辰徳） 

※CALS/ECシンポジウムは建設系CPD協議会のCPDプ

ログラムです。 

「CALS/EC MESSE 2008」開催のご案内 

CALS/ECシンポジウムの様子（CALS/EC MESSE 2007より） 
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２００８.１月号 

オープンソース解説（シリーズ6） 

1．あらためて、オープンソース 

新年おめでとうございます。皆様もよいお年をお迎え

のことと存じます。本年もどうぞよろしくお願い申しあ

げます。 

さて、今まで５回にわたりオープンソースについて解

説文章を書かせていただいたつもりですが、一応、今回

でこのコラムも一区切りとなります。少し間が空いてし

まいましたので、過去の記事内容を簡単に振り返ってみ

たいと思います。 

 

・シリーズ１ 

オープンソースについての基本的なことをお話させて

いただきました。「オープンソース」とはソースコード

が公開され、その使用や複製、改変、再配布がライセン

スの形で認められているソフトウェアです。世の中では

オペレーティングシステム、データベースソフトウェア、

開発環境など、ほとんど全てのソフトウェア領域のもの

が機能・性能面で商用ソフトウェアに引けを取らないレ

ベルとして認められ、広く使われています。 

 

・シリーズ２ 

オープンソースの世の中への広がりについてお話させ

ていただきたきました。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

システムにも、そのコストパフォーマンスの良さから組

織的にLinuxが採用されている事例などを10年程度の時

間の流れに沿って記載させていただいています。 

 

・シリーズ３ 

業務システムへのオープンソースの利用について，主

として技術的な観点からお話させていただきました。 

オープンソースの技術は、 

①　より安価なシステム構築を可能とする（コスト縮減） 

②　幅広いハードウエア／ソフトウエアの選択を可能と

する（ベンダーロックインの解消） 

という特性を持つので、積極的な採用をご検討いただき

たいところです。システムの規模や求められる可用性（利

用時間内にシステム機能が維持できていること）等に

関しての適用範囲の目安を掲載させていただきました。 

 

・シリーズ４ 

シリーズ３の内容をさらに掘り下げ，適用時の留意

点について具体的に解説させていただきました。 

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・運営する必要があるか、運用する技術

者の確保が可能であるか。 

②　ウエブ（Web）方式の適用が可能か否か 

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、何らかの事情で当該システ

ムをC/S（クライアントサーバ）方式で構成する場合

もあるでしょう。 

③　システムの停止が許される時間 

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。 

 

・シリーズ５ 

コスト面からオープンソース技術のお話をさせてい

ただきました。 

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

技術の適用について優位性も明らかになってくるとこ

ろと思います。 

 

2．建設事業におけるオープンソースの貢献 

近年、「ＳＯＡ」（Service Oriented Architecture）

というシステムアーキテクチャが注目を集めています。

これは、ソフトウェアをビジネスにおける「サービス」

の集合体として構築し、ネットワーク上で連携させる

JACIC便り 
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地理空間情報活用推進基本法が本年8月29日に施行さ

れるなど、地理空間情報を活用できる社会の実現に対す

る期待が高まってきています。一方、その実現のために

不可欠な基盤地図情報（電子地図上における地理空間情

報の位置を定めるための基準となるものの位置情報）の

整備・更新・提供は未だ十分ではありません。 

基盤地図情報の整備・提供を推進するには、国、地方

公共団体、民間が共通の理念のもと、協働して整備・更

新・提供する仕組みの構築が不可欠なものとなります。 

この度、国土地理院では「基盤地図情報整備・利活用

のための支援方策」の一環として、「基盤地図情報ポー

タルサイトの構築とその試験的運営」を行うこととなり

ました。これは、基盤地図情報の整備主体である国・地

方公共団体、作業機関である事業者間の連携方策、支援

方策及び情報提供のための仕組み作りの検討を行うもの

で、概要は以下のとおりです。 

（1）国土地理院のホームページに基盤地図情報ポータル

サイトを開設し、基盤地図情報に関する問い合わせ、

相談などを電子メールで受け付け、その回答を行う。 

（2）基盤地図情報に関する最新情報（新着情報、技術情

報、メタデータ等）を調査・収集し、基盤地図情

報ポータルサイトを更新する。 

（3）基盤地図情報ポータルサイトで基盤地図情報に関す

る意見・要望を収集する。 

JACIC GIS研究部では、過去の類似ポータルサイトの

構築・運営の経験を生かし、「基盤地図情報ポータルサ

イトの構築と試験的運営」をお手伝いすることになりま

した。同サイトは、1月から3月までの開設を予定してい

ます。この機会に是非アクセスしていただき、皆様のご

意見・ご要望をお寄せください。 

基盤地図情報に関するお問い合せ・質問等は以下の宛

先へお願いします。 

 

 

 

 

 

 

※最新の情報は、国土地理院のホームページ 

（http://www.gsi.go.jp/）で確認してください。 

 

（GIS研究部　主任研究員　石井義久） 

ことによって、変化に強く、

再利用性の高いシステムを構

築するものです。 

建設事業においてもソフト

ウェアを公共財としてとらえ，

共通する部分をオープンソー

スとして公開し、活用できる

仕組みを作ることができれば，

全体としても付加価値の高い

サービス指向のビジネスモデ

ルを検討してみることができ

そうです。 

基盤地図情報ポータルサイトの試験的運営 

２００８.１月号 

〒305-0811　茨城県つくば市北郷一番 

国土交通省　国土地理院　企画部 

地理空間情報企画室 

電子メールアドレス：nsdi-q@gsi.go.jp
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２００８.１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。 

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 
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■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 

入札説明書等ダウンロードシステムの稼働時間は通常9:00から18:00

です。（土曜・日曜・祝日（振替休日含む）・年末年始（12/29－1/3）・

その他システムメンテナンス日を除く）詳しくは、e-BISCセンター

ホームページ「お知らせ」をご覧ください。 

e-BISCセンターホームページ左MENUの「操作マニュアル【工事・

業務】」の、「◆入札説明書等の電子的提供（ダウンロードシステム）

操作・運用マニュアル」の下に表記されている「入札説明書等の電

子的提供操作マニュアル」をクリックしてください。「入札説明書

等の電子的提供操作マニュアル」には、操作マニュアルの次に運用

マニュアルが表示されます。 

なお、マニュアルの表示にはAdobe Readerが必要です。Adobe 

Readerをお持ちでない場合はe-BISCセンターホームページ左MENU

のリンクによりダウンロードしてご利用ください。 

当該案件が入札説明書等ダウンロードシステム対象案件であれば、

調達案件一覧画面に当該案件表示後、「掲載文書一覧」欄の「表示」

ボタンをクリックし、ダウンロード文書一覧表示画面より必要なフ

ァイルをダウンロードできます。 

質　　　問 

入札説明書等ダウンロードシ

ステムの稼動時間を教えてく

ださい。 

 

「入札説明書等ダウンロード

システム」の操作・運用マニ

ュアルの掲載場所を教えてく

ださい。 

 

 

 

 

 

入札説明書等関係文書のダウ

ンロード手順を教えてくださ

い。 

項　目 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事・業務 

 

 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

 

 

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）】   224件　【公募情報（地方公共団体）】  2294件 

【建設行政ニュース】 

16日　「地方都市における官民連携によるまちづくりの推進

方策の検討」中間とりまとめの公表 

 （都市・地域整備局） 

16日　地方における不動産証券化市場活性化事業＜不動産の

流動化・証券化に関する講習会等支援事業の実施状況

（平成19-年11月15日現在）について＞ （総合政策局） 

20日　地球地図・樹木被覆率データ（試作版）を初めて公開  

（国土地理院） 

27日　国土審議会第26回計画部会について－国土形成計画

（全国計画）等に係る計画部会報告について－ 

 （国土計画局） 

29日　水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変動へ

の適応策のあり方について～中間とりまとめを公表し

ます～                                           （河川局） 

【地方整備局ニュース】 

１日　～旅に新たな彩り～中部に12の「風景街道」が誕生！ 

 （中部地方整備局） 

２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） 

15日　“道路の今”をお知らせ　～渋滞緩和や耐震化など目

標達成～ （中部地方整備局） 

19日　平成19年度「手づくり郷土賞」決定！！東北からは３

件が選定されました。 （東北地方整備局） 

22日　北海道開発局における中空床版橋に関する現在の状況

と今後の対応について （北海道開発局） 
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