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1．入札情報サービス 

JACICでは、国、地方公共団体等の多数の公共事業発

注機関の入札情報（工事及び業務）を統合的に掲載し、

国民及び入札参加希望者が発注の見通しや入札公告等の

情報を効率よく入手することが出来るポータルサイトを

開発して、入札情報サービス（統合PPI）を運営してい

ます。（http://www.i-ppi.jp/） 

 

2．掲載発注機関 

昨年７月から、それまでの岐阜県、岐阜県市町村共同

電子入札、山梨県等の地方公共団体に加えて国土交通省

および沖縄総合事務局の入札情報が掲載されています。

更に、本年４月からは農林水産省、６月からは防衛省の

入札情報が掲載されています。 

 

3．掲載内容 

入札情報サービス（統合PPI）では、工事と業務の案

件について、「発注の見通し」、「入札公告等」、「入札の経過」

が掲載されており、共通の画面インターフェースで各発

注機関の案件を検索することができるようになっています。 

なお、地方公共団体においては、全ての発注案件では

なく、広く応札者を募るべき一般競争入札方式の案件に

限定して入札公告等を掲載している発注機関もあります。 

 

4．利用者の声 

入札情報サービス（統合PPI）は、トップページへの

アクセス数が一日当たり約２万７千回と、多くの人々に

ご利用頂いているサイトです。 

本年４～５月に実施した建設会社等へのアンケート調査

では、回答頂いた会社（31都道府県145社）の多くで、営

業部門を中心にほぼ毎日利用されていることが判りました。 

また、今後の要望として、次のようなご意見を頂きま

した。 

・参加発注機関の増大を望む 

・検索等のパフォーマンスの向上を望む 

以上、ご利用の皆様へのサービス向上を目指し、更な

る努力をして参ります。 

（システム運用部　次長　鈴木興道） 

 

入札情報サービス（統合PPI） 

ニュースと解説 
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２００８.１０月号 

平成20年10月19日（日）～20日（月）にかけて、中国北京

市の北京国玉ホテルで、第4回アジア建設IT円卓会議を

開催します。 

この会議は、平成17年度よりJACICと土木学会情報利

用技術委員会が共催で開催してきた国際会議です。建設

情報に関する東アジア共通の問題を議論するため、専門

家を一堂に集めるという趣旨で毎年度１回開催してきま

した。東京大学柴崎亮介教授が議長を務め、JACICがス

ポンサーになって開催してきた会議です。第３回までは

東京で開催されて来ましたが、今回初めて海外で開催し

ます。今回の参加国は、台湾・マレーシアからも新しい

メンバーが加わり計６ケ国・地域の参加を予定していま

す。JACICからは、門松理事長を含む計７人が参加する

ことになりました。 

 

1．直前のICCCBE国際会議にも参加 

円卓会議の直前10月16日（木）～18日（土）には、同じ北

京市で、第12回ICCCBE（International Conference on 

Computing in Civil and Building Engineering：土木・

建築工学におけるコンピュータの活用に関する国際会議）

という学術会議が開催され、上記７人は、このICCCBE

にも参加します。 

ICCCBEは、大陸間の持ち回りで開催されている欧米

の参加者も多い会議です。前回は平成18年にカナダで開

催され、アジア建設IT円卓会議の土木学会メンバーも多

く参加しています。ICCCBE国際会議は今回INCITE2008

（International Conference on Information Technology 

in Construction：建設分野の情報技術に関する国際会議）

との合同会議として開催され、規模は300人程度になる

模様です。分野としては建設マネジメント・情報標準化・

ＧIＳ・IT教育などが含まれており、JACICの業務にも

多く関係する分野の学術会議です。 

今回中国で開催されるにあたっては、（アジア建設IT

円卓会議の中国側のキーマンでもある）中国清華大学馬

智亮教授が事務局長に就任され、日本からの積極的な参

加の要請がありました。 

このような背景から、昨年の第３回アジア建設IT円

卓会議において、第４回会議をICCCBE国際会議の直

後に連続して北京で開催するよう、馬教授から提案され、

初の海外開催となったものです。 

 

2．ICCCBEへの論文提出 

今回円卓会議でJACIC職員が北京へ出張する機会を

捉え、JACICが持つ情報技術のアピールおよび職員の

プレゼンテーション能力の養成等を目的として、

JACICからもICCCBEに論文提出したところ、下記６

編の論文が受理され発表することとなりました。 

 

Ikeda, Tetsuya,“CALS/EC for infrastructure development 

in Japan” 

Suzuki, Nobuyuki; Kobayashi, Ichiro; Whorlow, James 

R,“A Study on Effective Construction Management 

Utilising Advanced Computerized Systems” 

Shibasaki, Ryosuke; Kawanai, Yasushi,“Asian Construction 

IT Round-table Meeting (ACIT)” 

Nakamura, Tetsuya; Tayama, Seiichi; Yoshizawa, Seiji; 

Kawanai, Yasushi,“Construction By-Products 

Resource Information System (COBRIS)” 

Akiyama, Minoru,“Standardization Activity of JACIC 

in Construction IT Fields in Japan the 3rd 3-year 

Plan” 

Kanazawa, Fumihiko; Aoyama, Noriaki; Imai, Ryuichi; 

Kageyama, Teruaki,“Development of CAD Data 

Exchange Format(SXF)” 

 

3．結果報告は12月号で 

上記２つの国際会議参加後の報告は、JACICニュー

ズ12月号で再度報告する予定です。 

 

（標準部　主任研究員　河内 康） 

第4回アジア建設IT円卓会議を10月北京で開催（予定） 

― 直前開催のICCCBE国際会議に、6論文を提出 ― 

JACIC便り 
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２００８.１０月号 

来年1月に「CALS/EC MESSE 2009」を開催 

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「新たな展開による建設生産

システムの明日を体感する2日間」をテーマとして、

「CALS/EC MESSE 2009」の開催を決定しました。 

「CALS/EC MESSE 2009」は、CALS/ECの導入推進

や建設ICTの普及などを目的に、公共発注機関、建設業、

建設関連業などの皆様を対象とした展示会です。出展

社による最新の技術・製品情報の展示、テクニカルフ

ォーラムや、主催者によるCALS/ECシンポジウム、セ

ミナーなど、技術情報の発信・交流の場になるよう、

充実した内容を企画しています。 

 

≪展示会≫ 

最新のCALS/ECソリューションや建設ICTに関する

展示、教育・研究機関における建設ICT・測量分野等の

研究成果を展示します。なお、主催者では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

ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪シンポジウム≫ 

CALS/ECに関する基調講演とこれからのCALS/EC

についてパネルディスカッションを行う予定です。前

回までは有料でしたが、今回は無料で開催いたします。 

○開催日：平成21年１月22日（木） 

○会　場：東京・有明TFTホール 

○定　員：330名（予定） 

○参加費：無料 

 

≪セミナー≫ 

毎年好評をいただいている「発注者先進／導入事例セ

ミナー」、「実務者セミナー」、「CALS/EC入門セミナー」

のほか、昨年から実施しております、受注者を対象と

したセミナーとして、「受注者先進／導入事例セミナ

ー」を企画しています。 

※受注者先進／導入事例セミナー 

受注者における生産性の向上、業務の効率化を図る

ための最新のICT活用事例や効果的事例を紹介する

セミナーです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 開催概要 ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 出展に関する問い合わせ ◆ 

CALS/EC MESSE 運営事務局（プロプラン内） 

TEL：03-5348-5881　FAX：03-5348-5880 

e-mail：cals2009@proplan.co.jp 

CALS/EC MESSE 2009ホームページ 

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

（CALS/EC部 主任研究員　板橋友彦） 

研究員　笹川順平） 

CALS/ECコーナー 

展示会（「CALS/EC MESSE 2008」より） 

シンポジウム（「CALS/EC MESSE 2008」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21年１月22日（木）、23日（金） 

TFTホール（東京・有明） 

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／写真／予算／工

程／現場 など）、GIS、ASPサービ

ス、ネットワーク関連システム、入

出力機器 ほか 
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社会基盤情報標準化セミナー（旧建設情報標準化セミ

ナー）は、社会基盤情報標準化委員会（旧建設情報標準

化委員会）活動の紹介、標準成果の普及および関係者の

ご理解を得る活動として、年２回開催しており、今年度

は東京と札幌（９月号で紹介）で開催となります。 

東京の講演では、第三次標準化推進三箇年計画に基づ

く委員会活動の概要、国土交通省測量作業規程の改定に

伴う測量成果電子納品要領の改定、工事施工中における

情報交換・共有システムの高度化、三次元データ利用推

進に伴う建設産業の生産性向上および標準成果を実装し

た大阪府における先進的なGISを利用した統合データ

ベースシステム等、委員会活動の最新の話を中心に解

説します。 

測量、社会基盤情報の標準化およびCALS/EC等に

関心のある多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

参加は無料です。詳細は、JACICのホームページ 

（http://www.jacic.or.jp/hyojun/event_2008.html） 

に掲載しておりますのでご覧下さい。 

シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の資

格制度が、平成３年度に創設され、今年度で18年目とな

りました。昨年に引き続き、国土交通省後援の下、

RCCM資格試験に関する講習会を、７月～８月に全国11

会場で開催しました。 

平成14年度講習会から準備した解答集に、平成17・18・

19年度の問題を掲載するとともに専門分野の過去問解答

例を掲載する等、テキスト内容の充実を図りました。 

本年度の出席率は 92.8％になり、台風の影響も無く無

事終了しました。 

今後も、建設コンサルタント技術者の技術力向上と

RCCMの普及を目指し、講習内容の充実に努めて参りま

す。 

なお、平成20年11月９日（日）に行われる試験の合格

発表は平成21年２月27日（金）JACICのホームページに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も掲載の予定です。 

（経営企画部　副参事　小林保江） 

２００８.１０月号 

社会基盤情報標準化セミナー2008東京開催のご案内 

平成20年度ＲＣＣＭ資格試験講習会終了 

 

JACIC便り 

○開催日時：平成20年10月24日（金）13：00～16：40 

○開催場所：フロラシオン青山　１階「ふじ」（東京都港区南青山4-17-58） 

○プログラム（案） 

　　社会基盤情報標準化委員会活動の概要 JACIC審議役兼標準部長　秋山　実 

　　測量作業規程と測量成果の電子納品 国土地理院企画部測量指導課課長　河瀬和重 

　　現場の情報共有とXML 武蔵工業大学工学部都市工学科教授　皆川　勝 

　　三次元CADの可能性について 関西大学総合情報学部教授　田中成典 

　　大阪府のGISを利用した統合データシステム 大阪府都市整備部事業管理室主査　北谷龍弥 

　　＊当プログラムは、土木学会CPD、建設コンサルタンツCPD、測量CPD認定済みです。 

（標準部　次長　山本　翔） 

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 

合　計 

開催日 

8/26（水） 

7/23（水） 

8/24（月） 

8/18（月） 

7/24（木） 

7/23（水） 

8/21（金） 

7/30（水） 

7/31（木） 

7/29（火） 

7/25（金） 

 

267 

227 

431 

296 

107 

253 

313 

122 

98 

335 

101 

2,550

申込者数  

247 

208 

396 

275 

99 

243 

295 

115 

91 

306 

92 

2,367

出席者数 

申込状況と出席状況 
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２００８.１０月号 

e-BISCコーナー 

国土交通省の電子入札に関し、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）に掲載しています。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

 
回　　　答 

選択するJREボタンはソフトウェア環境により異なります。 

　ICカードご購入の認証局からJRE6.0対応の新しいソフトの提供を

受け、ご利用のパソコンにインストールされた方は「JRE6.0」ボタ

ンを、それ以外の従来の認証局からのソフトをインストールされて

いる方は「JRE1.3」ボタンを選択してください。 

　JREバージョンの不明点については、ご利用の認証局へご確認く

ださい。 

推奨環境をご確認の上、画面の解像度やブラウザの表示文字のサイ

ズをご調整ください。 

　端末の推奨環境については、e-BISCセンターホームページ左

MENUの事前準備「電子入札準備手順書一覧【共通】」の「電子入

札参加に当たって準備を行うもの」よりご確認ください。 

　（ブラウザの表示文字の調整方法：メニューバー「表示」→「文

字サイズ」→「中・小・最小」を選択） 

質　　　問 

「利用者登録/電子入札」選

択画面（受注者用）で、

「JRE1.3」と「JRE6.0」のど

ちらを選択すればよいですか。 

 

 

 

「利用者登録/電子入札」選

択画面（受注者用）の一部が

表示されず、全体表示が行え

ません。（「調達機関」や「電

子入札システム」が表示され

ない。） 

項　目 

 

 

 

 

 

     工事・業務/ 
      物品・役務 
         共通 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

JACICでは、当センターの事業に合致した研究企画案に対し、研究助成を実施しています。平成19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20年11月11日（火）10：00～17：00 

　　　　　　　　　　　　　　　　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 

（経営企画部　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 

 

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。 8月のニュースから 

【公募情報（国・独法等）】   396件　【公募情報（地方公共団体）】  3,150件 

【建設行政ニュース】 

27日　ユビキタス情報社会における次世代の河川管理のあり

方（提言） （河川局） 

29日　空から見た霞が関の屋上緑化とその熱環境改善効果に

ついて－屋上緑化が熱い霞が関（ヒートアイランド）

を冷やしている－ （都市・地域整備局） 

29日　国土交通経済（平成20年5・6月号）の概要 

 （総合政策局） 

【地方整備局ニュース】 

13日　中部地方整備局管内の最新の渇水情報をよりわかりや

すく紹介するため中部地方整備局ホームページをリ

ニューアルしました （中部地方整備局） 

26日　新たに東京都内の路上工事対策「五箇年計画」を策定

しました （関東地方整備局） 
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◆森と湖に親しむつどい 

　2008九頭竜湖・麻那姫湖サマーフェスタ◆ 

標記イベントが７月26日（土）、27日（日）の両日福井

県大野市で開催されました。 

約20,000人をこえる参加者がある中で、当センターの

ブースには、多数の方々が訪れていただきました。 

出展内容は、CALS／EC理解度チェックソフト、災害

復旧効率化支援ソフト、コリンズテクリスの利用方法、

事業概要等の資料提供を行いました。 

そのなかで特に、CALS／EC理解度チェックソフトに、

小学生、ご家族連など多くの方が挑戦していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ RCCM講習会（大阪国際会議場）◆ 

シビルコンサルティングマネージャ（RCCM）の資格

試験が、平成20年11月20日（日）に実施されるのに先立ち、

受験準備講習会を８月１日（金）大阪国際会議場で開催

しました。 

295名（昨年比約10％増）と多くの方にご参加いただき、

熱心に受講していただきました。 

多くの皆様の合格を祈念いたします。 

 

◆電子入札に関する会議開催の予定◆ 

既に、電子入札コアシステムを導入し運用している公

共工事等発注機関の方を対象とした会議並びに今後電子

入札システムを導入を予定されている地方公共団体等の

担当の方への説明会を今年度も下記の日程で予定してお

ります。 

詳細が決まり次第お知らせしますので関係機関の皆様

方の積極的なご参加よろしくお願いします。 

 

◎　電子入札システム説明会 

　　　　（電子入札システム導入予定） 

　開催予定年月日：平成20年11月20日（木） 

　　　　午後からの予定 

開催場所：大阪府立労働センター（エル大阪） 

 

◎　電子入札近畿連絡会議名 

　　　　（コアシステムの既運用） 

開催予定年月日：平成20年12月16日（火） 

　　　　午後からの予定 

開催場所：大阪府立労働センター（エル大阪） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊電子入札コアシステムを採用している団体は、2008年

８月現在全国で526団体です。 

　　その中で、近畿管内においては、全ての府県、政令

市が採用しています。市町村等は22団体であり、全国

平均（21.6％）の半分程度の普及であるものの、対人口

比でみると全国平均（58.4％）を若干下回る程度です。 

　　現在、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県等の市町

からの問い合わせ等が数多くありますので今後採用が

期待されています。 

（近畿地方センター長　今井範雄） 

近畿地方センターの活動 

２００８.１０月号 

地方便り 

CALS／EC理解度チェックソフトに挑戦する小学生 

国土交通省、農林水産省、防衛省、阪神

高速道路等　　　　　　　　　　19機関 

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県 

京都市、大阪市、堺市、神戸市 

南丹市、奈良市、生駒市、京都府住宅供

給公社、大阪電子自治体推進協議会（９

市）、兵庫県電子自治体推進協議会（10市） 

国　等 

 

府　県 

 

政令市 

市町村等 

◆近畿管内のコアシステム採用団体◆ 

 　　　　　　　　　　  （２００８．８現在） 

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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