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平成２０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 

平成20年３月24日、第62回理事会が開催され平成20年

度事業計画及び予算が決定されました。 

平成20年度は、厳しい環境条件の変化に対応するとと

もに、JACICに蓄積されている技術力及びノウハウを活

用し建設生産性の向上及び行政システムの効率化等によ

る公共調達の改善に資する企画提案等に努めることとし

ています。以下に、平成20年度事業計画の概要を紹介し

ます。 

 

平成20年度事業計画（概要） 

平成20年度におけるわが国経済はGDP成長率が２％（実

質）、政府の公的固定資本形成4.9％減（実質）と見込まれ、

公共投資は低調に推移し、契約制度の見直し等も実施され、

厳しい環境の継続が予測されている。また、長期的には

インフラストックの維持更新経費の負担増加も予測され

ている。公共投資抑制のもとで、インフラの供用水準を

保持するために情報通信技術（ICT）によるイノベーシ

ョンは不可欠である。 

（財）日本建設情報総合センター（JACIC）は、総合的

な国土交通行政を展開している国土交通省の所管業務を

引き続き補完し、支援することを目指し、蓄積されてい

る技術力及びノウハウを活用し建設生産性の向上及び行

政システムの効率化等による公共調達の改善に資する企

画提案等に努めることとする。 

事業実施に当たっては、公益法人として中立性、公平性、

守秘性の一層の確実な確保を図るとともに、品質、コスト、

技術開発力、知的財産権等の強化に取り組むとともに、

社会環境変化に耐えうる組織体制を整備し、総合的な技

術力向上に努め高度な技術サービスを提供できる体制を

確立する。 

さらに、公益法人としての社会的責任を果たすべく、

有益な成果の提供に努めるとともに、リスクマネジメン

トの強化等により業務運営の充実に努めることとする。 

平成20年度における主要事業の計画は以下に示すとお

りである。 

（1）建設分野の情報化 

・CALS/EC 

ICTによる建設生産システムの高度化に寄与するため、

CALS/ECについて調査研究及びシステムの開発研究並

びに情報連携や利活用の検討及びそれらの導入、運営支

援を行う。 

・積算システム 

積算基準書等の改訂に伴う積算システムの基準データ

及び必要なシステム機能の強化・改良を行うとともに、

積算システムの運用支援を図る。さらにユニットプライ

ス型積算の工種拡大についても支援を図ることとし、

Web版土木工事積算システムの運用支援及び普及拡大を

図る。 

新たに積算の業務改善とし、設計業務の電子納品成果

品と積算システムの連携の研究を実施する。 

・GIS 

国民が安心して豊かな生活を営む経済社会の実現に向け、

「地理空間情報活用推進基本法」関連の施策を支援する

とともに、国土交通省が保有する地理情報の集約・管理・

提供体制の強化に向けた研究、企画提案を行う。 

・電子入札関連事業 

電子入札施設管理業務では、システムの運用を確実に

実行し、システム利用者の信頼を得るよう努める。 

電子入札コアシステムの普及では、国、県のレベルは

もとより、地方公共団体等への一層の普及拡大に努める。 

・業務システムの改善 

・建設工事における施工及び品質管理の　　業務改善 

 

 

平成20年度　事業計画 

ニュースと解説 
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２００８.５月号 

 

 
・工事実績関係情報の整備 

・地盤情報利活用の推進 

・新技術活用の推進 

・流域基盤情報の整備活用 

などを支援する。 

（2）基盤データベース事業 

社会的ニーズに柔軟に対応して登録範囲の拡大や登録

内容の充実を図るとともに、システムのオープンソース

化、Web化、位置情報の半自動付与等を取り入れたシス

テム再構築を図り、平成20年中に運用を開始する。 

（3）資源の循環活用 

建設リサイクルを推進し、循環型社会を構築するため、

建設副産物情報交換、建設発生土情報交換の推進を図る。 

（4）建設情報分野の国際化 

海外への情報発信、海外情報の収集・紹介、海外との

交流を積極的に推進する。 

（5）建設事業分野の学術及び技術の振興 

標準化支援事業においては、「情報化の前提は標準

化である」との認識の下に、建設情報標準化委員会を

運営するとともに、「第三次建設情報標準化推進三箇

年計画」の達成に努める。 

研究活動においては、建設情報研究所における自主

研究の充実、研究成果発表会の開催、研究助成事業の

充実・拡充を図る。 

（6）広報・出版等 

情報システム等に関する調査研究活動を実施した成

果果を広く普及させ、建設技術及び建設事業の生産性

向上に資することを目指し、講習会及びセミナーの開催、

「JACIC情報（機関誌）及び関連図書の編集・発行、

等による情報提供等を行う。 

 

（企画調整部長　高島一彦） 

　建設分野における設計、施工、維持管理及び各ステージ間の情報

共有に有効な手法のひとつであるプロダクトデータモデルの構築に

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・地下構造物及

び建設分野全般における研究） 

②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

評価手法を含む） 

③その他、プロダクトデータモデルの構築及びデータベースに関す

る研究 

 

　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 

 

 

 

指１　指1 建設分野のデータモデルの構築に関

する研究 

　　（継続） 

指２　３次元CADの利用に関する研究 

　　　（継続） 

内　　　容 課　題　名 

平成20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※に合致した、情報技術を活用し建設マネジメントの向上に資す

る調査研究を対象に、研究助成を行っています。 

平成20年度の研究助成を、以下のとおり公募します。 

１．研究助成の対象 

【指定課題】 

JACIC便り 
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【自由課題】 

（１）建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関する研究 

①建設分野の情報化に関する企画、提案、標準化等の調

査研究 

②建設情報の流通性の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、学識経験者等による審査のうえ決定。 

 

3．助成期間 

助成期間は決定の翌日（８月上旬を予定）から約１年

間で、報告書の提出は平成21年８月末。 

 

4．助成金額 

１件につき、指定課題は300万円以内、自由課題は

200万円以内。（平成19年度は、各６件の助成を採択） 

 

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は、JACICのウェブサイト

に掲載。 

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

 

6．応募期限 

平成20年６月30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） 

２００８.５月号 

 

　国土交通省ICTイノベーション戦略に基づき、国土交通省が開発

している地理空間情報プラットフォームは、電子国土Webシステム

をベースとしている。地図をインデックスとする国土交通情報ポー

タルサイト的な内容であり、その一部は、公開可能な情報として一

般に公開されることが想定される。このプラットフォームは、組織

を超えて、同じ地域の情報を共有できるものであるため、新たな組

み合わせをもとに国民の利便性を高める新たな価値や良好なサービ

スを安定的に供給するためのビジネスモデルを研究する。 

指３　国土に関する地理空間情報の有機的連

携による新たな価値の創出 

　　　（H20新規） 

内　　　容 課　題　名 

※ （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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２００８.５月号 

平成２０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20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： 

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20年6月2日（月）～平成20年7月14日（月） 

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ーニュービル 

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

 

※RCCM資格試験は、社団法人建設コンサルタンツ協会が平成20年11月９日（日）に実施します。 

（受験申込書の販売は６月16日（月）～７月22日（火）、受験申込受付は7月1日（火）～７月31日（木）です） 

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

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

会場 

No. 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11

開催地 

札　幌 

仙　台 

東京１ 

東京２ 

新　潟 

名古屋 

大　阪 

広　島 

高　松 

福　岡 

沖　縄 

開催日 

8/ 6（水） 

7/23（水） 

8/ 4（月） 

8/18（月） 

7/24（木） 

7/23（水） 

8/ 1（金） 

7/30（水） 

7/31（木） 

7/29（火） 

7/25（金） 

住　　　所 

北海道経済センター 

東京エレクトロンホール宮城 

日本都市センター会館 

日本都市センター会館 

新潟技術士センタービル 

愛知県産業貿易館 

大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 

八丁堀シャンテ 

サン・イレブン高松 

JALリゾートシーホークホテル福岡 

沖縄産業支援センター 

ＴＥＬ 

会　　　場 

会　　場　　名 

札幌市中央区北1条西2丁目 

仙台市青葉区国分町3-3-7 

千代田区平河町2-4-1 

千代田区平河町2-4-1 

新潟市新光町10-2 

名古屋市中区丸の内3-1-6 

大阪市北区中之島5-3-51 

広島市中区上八丁堀8-28 

高松市松福町2-15-24 

福岡市中央区地行浜2-2-3 

那覇市字小禄1831-1

011-231-1122 

022-225-8641 

03-3265-8211 

03-3265-8211 

025-281-1111 

052-231-6351 

06-4803-5555 

082-223-2111 

087-823-4550 

092-844-8111 

098-859-6234

定員 

300 

300 

400 

400 

160 

270 

300 

120 

144 

390 

180

６．プログラム 

時　　間 内　　　　容 講　　師 

10：20 

10：30～12：00 

13：00～14：30 

14：40～15：30 

15：30～16：00

 

発注機関 

業務管理研究会委員 

技術士等有識者 

JACIC担当者 

挨　　　　拶 

建設コンサルタント業務とその管理（契約関係） 

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） 

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） 

ＲＣＣＭ資格試験問題演習（専門・択一） 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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２００８.５月号 

現在、業務の効率化やメンテナンス時におけるデ

ータの再利用性の向上を目的として、CALS/ECが

進められており、国土交通省の直轄事業では電子納

品の実施が義務付けられた。そして、CADデータに

ついて、特定のアプリケーションに依存しないデー

タ交換を実現するためのフォーマットとしてSXF

（SCADEC data eXchange Format）に準拠するこ

とが定められた。それに伴い、日本建設情報総合セ

ンター（JACIC）により、SXFの入出力ライブラリ

として「共通ライブラリ」が、SXFのブラウザとし

て「SXFブラウザ」が無償で提供されている。しか

し、「共通ライブラリ」や「SXFブラウザ」には次

のような問題が存在する。 

まず、SXFの入出力で使用する「共通ライブラリ」

に起因する問題である。「共通ライブラリ」は、そ

の内部構造上、SXFの高速な入出力を提供できてい

ない。そのため、CADソフトで電子納品された図面

を高速に読み込むことが難しく、作業効率の低下を

引き起こしている。また、受注者が数百MBの図面

をSXFに変換し電子納品した場合、発注者側の動作

環境によっては大容量のCAD図面を読み込めない場

合がある。そのため、検証作業自体ができないこと

があるといった事態が発生している。 

次に、SXFの利用基盤として、最適な機能を備え

たSXFのブラウザがないといった問題である。「SXF

ブラウザ」は、最低限の描画機能しか備わっておら

ず、図面の検証などを行う現場においては機能不足

を指摘する声が多くある。例えば、「SXFブラウザ」

では、CAD図面の表示について単純に図面情報を可

視化しているだけであり、発注者側の検証作業を手

助けするものにはなっていない。そのため、CAD図

面の検証作業を主に行う発注者側としては、高機能

なCADソフトの導入を図る必要性に迫られている。 

そこで、本研究では、高性能であると共に現場の

ニーズにあった機能かつ高いメンテナンス性を保持

したSXFのビューアの開発を行った。まず、SXFの

入出力について「Logical I/O」の技術を応用するこ

とで速度と容量に関する既存の問題を解決した。次

に、電子納品における検証作業での利用ということ

に特化し、ガイドビューアやフィーチャの表示方法

など、発注者が検証しやすい機能の実装を行った。

また、受注者に対して修正指示を出せるように、朱

入れ機能の実装を行った。 

以上のように、本研究で開発したビューアは、従

来の「SXFブラウザ」が持っていた課題を解決し、

発注者にとって使いやすい機能を実装している。本

ビューアを利用することで、発注者は効率よく図面

を検証することができる。また、本研究で確立した

技術は、従来の課題を解決しており、業界にインセ

ンティブを与えるものである。さらに、本ビューア

は、電子納品の普及の促進に関して大きく貢献する

ものであると確信する。 

 

ビューアの提供をご希望の発注者の方は、 

　「組織名、所属、名前、電話、メールアドレス、

導入するパソコン名」をご記入の上、Emai l：

info@kansai-labo.co.jp までお問い合わせ下さい。た

だし、使用細則等に同意頂いた方々のみに提供させ

て頂きます。 

発注者向けSXF Ver.3.0対応フリーブラウザの研究開発 
株式会社関西総合情報研究所 

伊藤勝久（SXF研究会） 

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18年度には12件の研究助成を実施し、

平成19年11月に「第５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

究助成成果概要を掲載しています。 

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18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）

までご連絡ください。 

（企画調整部　上席参事　落合清二） 

研究助成成果概要 
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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。 
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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）に掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

 
回　　　答 

電子入札システムにおいては、登録した企業IDや利用者情報を削除

する操作はありません。 

なお、旧ICカードの処分方法はご利用の認証局へお問合せください。 

 

 

破損したICカードの情報を、新しいICカードに移すことはできません。 

「ICカード更新」の機能は、旧ICカードの情報を新ICカードに移す

機能です。このため破損や失効したICカードは使用できません。新

ICカードにて、新規利用者登録をしてください。 

なお、参加中の案件がある場合は、発注機関に対応をお問合せくだ

さい。 

質　　　問 

新しく取得したICカードで利

用者登録をしました。旧ICカ

ードの企業IDや利用者情報を

電子入札システムで削除する

必要はありますか。 

ICカードを破損した場合に、

新しいICカードに情報を移す

方法はありませんか。 

また、「ICカード更新」はこ

の目的に利用できますか。 

 

項　目 

 

 

 

 

工事・業務 

物品・役務 

共通 

 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

 
 

ISO27001

JACIC九州地方センターは、平成19年度建設分野の情

報化事業を展開する一環として、「土木の日 ファミリ

ーフェスタ2007」イベント参加、「九州建設技術フォー

ラム2007 in 北九州」に出展いたしました。 

■「土木の日 ファミリーフェスタ2007」参加 

・開催日：平成19年10月21日 

・開催地：国営　海の中道海浜公園　子供の広場 

・催　し：電子入札体験ゲーム 

○当日は天気がよく、多くの方々が家族でお越しくださ

いました。電子入札ゲームが入札開始となると長蛇の

列となり、開札時はその熱気が最高潮に、入札の醍醐

味を感じていた。 

　　中には、入札ソフトに興味を示すお子さんの姿もあ

りました。（家族連れ1,000名が参加） 

■「九州建設技術フォーラム2007 in 北九州」出展 

・開催日：平成19年11月１日～２日 

・開催地：北九州国際会議場（北九州市） 

・催　し： 

１）JACICの事業案内の各種パネル掲示 

２）建設副産物に関する特設ブース 

３）CALS/EC理解度チェックソフトの特設体験ブース 

○CALS/EC、建設副産物情報交換システム関連の特設

ブースでは来場者からの実務に則した専門的な意見や

質問もあり盛況のうちに閉幕しました。 

ご来場の皆様、ありがとうございました。 

九州地方センター活動報告 地方便り 

▲いろいろな意見・質問がありました 
▲長蛇の人々 

しくみに 
興味津々の 
子供達 

建設副産物ブースのようす 
▼ 

▼
 

（九州地方センター長　日吉信介） 
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