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JACICは平成21年３月26日に第65回理事会を開催し、

平成21年度事業計画及び予算が決定されました。以下に、

平成21年度事業計画を紹介します。 

 

平成21年度におけるわが国経済見通しは、世界の金融

市場の危機を契機に世界的な景気後退が見られる中で

GDP成長率が0.0％（実質）と見込まれているが更なる世

界の経済金融情勢の悪化によっては、景気の下降局面が

さらに厳しく、また、長くなる事態も想定されている。 

一方、建設分野に視点を移すと高度成長期に整備され

た社会資本ストックが更新期を迎えつつあり、維持更新

経費の負担増加も予測されている。安全で豊かな国民生

活のために社会資本の整備・維持の重要性は変わらない。

このため良質な社会資本を適正なコストで整備するため

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。 

このような観点から、（財）日本建設情報総合センター

（JACIC）では、公益法人のあり方の見直し等により公

益法人の取り巻く状況が非常に厳しい状況にある中にお

いても、総合的な国土交通行政を展開している国土交通

省の所管業務の補完及び支援することを目指し、

CALS/EC等による建設分野の効率化、生産性向上、透

明性の確保等の取り組みを行う。 

また、事業実施にあたっては、公益法人として中立性・

公平性・守秘性の一層の確保に努めるとともに、品質・

コストの両面に留意しつつICTを核とした総合的な技術

力向上等に努める。 

さらに、公益法人としての社会的責任を果たすべく、

各方面に対して、有益な成果を提供するとともに、リス

クマネジメントの強化等により業務運営の充実を図るも

のである。 

平成21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、３次元データの利活用や現場におけるデ

ータの連携も含めた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、それ

らの導入・運用支援を行う。CALS/ECの普及・展開、

電子入札システムの研究・改良、入札情報サービス（PPI）

における提供情報の拡大と充実、情報共有システムの研

究開発、電子納品に関する要領基準等の調査研究、電子

納品保管管理システムの調査研究及び改良、電子成果品

の高度利活用の調査研究、CADデータ交換標準の研究開

発及び国際連携を推進する。 

●　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

に現在試行中である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。また、地方公共団体へのWeb版

土木工事積算システムの運用支援及びＸＭＬ形式の土木

工事標準積算基準データの普及拡大を図る。設計業務の

電子納品成果品と積算システムの連携に関する取り組み

として、CADデータによる数量算出要領（案）を作成し積

算業務の合理化及び効率化の支援を図る。 

●　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、情

報セキュリティーマネジメント（ISMS）認証の継続的維

持を図りつつ、システム運用を確実に行い、更なる利用

者の信頼確保に努める。電子入札コアシステムの普及では、
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２００９.５月号 

 
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：工事の施工管理及び品質管理におけ

る業務改善及び合理化について三次元CADを用いた自

動数量算出及び積算手法等の研究を実施する。発注者間

での工事成績情報共有の支援及び施工体制情報の利活用

に関する研究を実施する。 

●　地盤情報利活用の推進：社会資本の整備・管理、防

災、環境保全等を目的とする地盤情報の高度な利活用の

ため、地盤情報整備を支援する。 

●　新技術活用の推進：公共工事等の品質確保、良質な

社会資本の整備のために有用な新技術を公共工事等にお

いて積極的に活用するため、新技術情報提供の推進を支

援する。 

●　流域基盤情報の整備活用：流域住民の安全・安心を

向上させるため、流域基盤情報のデータベース化等によ

り、流域基盤情報の高度利用を図るとともに河川業務を

支援する。 

 

（2）基盤データベース事業 

公正な公共調達を支援し良質な社会資本整備を促進す

るためのコリンズ・テクリス等の実績情報提供事業にお

いては、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化を取り入れたシステム再構築を図り、

平成21年中に運用を開始する。 

また、「コリンズ・テクリス検討委員会（仮称）」を

設置して利用者ニーズを把握し、コリンズ・テクリスの

管理運営、システム更新等に関する多面的な検討の実施

や地方公共団体等での利用促進に役立てる。 

 

（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及び建設発生土情報交換の情報サー

ビスを通じて建設リサイクル推進を支援する。 

 

（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。 

アジアにおけるCALS/EC・BIM※・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、共通の問題を議論し、連携の基盤を構築すること

を目的として開催している「アジア建設IT円卓会議」

（第３回まで東京開催、第4回会議は北京開催）の第

５回会議を東京で開催する。 

その他、電子入札とCADに関する国際標準活動の推

進を引き続き行う。 

 

（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、社会基盤情報標準化委員会

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。 

なお、これらの内容については建設産業の生産性向

上に大きく寄与することが期待されるプロダクトモデ

ル及び三次元CADの導入・利活用に資する標準化、行

政事務の合理化に寄与すると期待される膨大な情報ス

トックの連携利用に資する要素技術・共通基盤の標準化、

電子納品成果を維持管理段階などライフサイクルにわ

たって利活用するための、要領整備などの標準化を推

進する。 

また、社会基盤情報標準化セミナーの開催（東京、

仙台）、JACICホームページを利用した標準化に関す

る情報公開等により標準化活動の成果の普及に努める。 

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。 

その他、建設ICT普及活動、RCCM資格試験受験準

備講習会の開催、建設技術審査・証明事業、CALS/ 

EC資格制度、CALS/ECの普及・教育活動を引き続き

実施する。 

 

（6）広報・出版等 

建設事業の円滑な執行に資する（1）から（5）に示す情

報システムの調査研究活動を実施した成果を広く普及

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（JACIC、標準化、

CALS/EC）の開催、JACIC情報（機関誌）及び関連

図書の編集・発行、展示会への出展、ホームページに

よる情報提供等を行う。 

 

※BIM：Building Information Model（及びModeling）

建物ライフサイクルの全体で生成及び保持される情

報の集合 

（経営企画部　部長　前田安信） 
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平成21年３月31日に国土交通省において、今後の

CALS/ECに関する実施計画である「国土交通省

CALS/ECアクションプログラム2008（以下、「AP2008」

という。）が策定・公表されました。これまでの取り組

みとしては、平成８年度（1996年度）に「建設CALS整

備基本構想」を策定し、以来、アクションプログラムを

策定・実施することによって建設CALS整備の推進に努

められてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

これまでの実施計画である「国土交通省CALS/ECア

クションプログラム2005」（以下、「AP2005」という。）

の計画期間が平成19年度までであることから、この

AP2005のレビューを実施した上で、AP2008が策定され

ました。 

 

1．AP2005のレビュー 

AP2008の取りまとめにあたり、AP2005の18の目標に

ついて、完了したもの、継続すべきものかどうかについ

て、以下の（1）～（4）の視点からレビューが行われました。 

（1）AP2005の最終年度に実施・改良のレベルに達した

目標 

（2）AP2005の最終年度で当初計画通りの進捗が図られ

たが実施・改良のレベルに達していない目標 

（3）AP2005の最終年度で未達成の目標 

（4）引き続き継続的な取り組みが必要な目標 

その結果、（2）（3）（4）については、AP2008でも引き続

き実施することとされました。 

 

2．AP2008の概要 

AP2008の概要を下表に示します。策定にあたっては、 

・これまでのCALS/ECアクションプログラムの成果を

踏まえ、工事生産性の向上（コスト削減、スピード

アップ化）、維持管理の効率化、透明性の確保を図

る観点から、次の６つの重点分野において、ICT技

術を活用した建設生産システム（社会資本監理シス

テム）を構築する。 

・６の目標を設定し、目標別に具体イメージ、実施項目、

年次計画等を示す。 

・計画期間は平成20年度から平成22年度までの３年間

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．考察 

このたび策定されたAP2008の特徴としては、

AP2005における18の目標がCALS／ECの成果がわかり

やすい6つの目標に整理されたこと、３次元データ等を

利活用した情報化施工を普及・推進させ、工事のより

一層の品質向上を目標としていること、また、コミュ

ニケーションの円滑化を図る情報共有システムの普及、

これらCALS/EC普及のための技術者の育成・資格制

度の活用を目標としていることがあげられる。 

JACICとしては、引き続きこれらAP2008の各目標の

推進に貢献してまいりたく考えております。 

なお、各目標の具体的な内容は、国土交通省のホー

ムページの報道発表資料（http://www.mlit.go.jp/report/ 

press/index.html）または、国土交通省 電子納品ホー

ムページ（http://www.cals-ed.go.jp/index.html）より、

本プログラムの個別目標を閲覧できます。 

（CALS/EC部　主任研究員　森谷直彦） 

２００９.５月号 

国土交通省CALS／ECアクションプログラム2008の策定・公表  

入札契約書類の完全電子化による手続きの効率化 
・入札契約書類の完全電子化による手続きの効率
化により一連の調達がすべてインターネット
上で可能となる。 

受発注者間のコミュニケーションの円滑化 
・情報共有システムの利活用により、発注者・受
注者間のコミュニケーションの円滑化を図る。 

調査・計画・設計・施工・管理を通じて利用可能
な電子データの利活用 
・必要な書類については完全電子納品化を行うと
ともに、これらの流通が図れるようなシステ
ムの構築を図る。 

・建設生産システムの全フェーズ共通して利活用
が図れるような電子データシステムの構築を図る。 

情報化施工の普及推進による工事の品質向上 
・情報化施工による施工中のデータの有効活用を
行い、工事の一層の品質向上とコスト縮減を
可能とする。 

電子納品化に対応した品質検査技術の開発 
・紙と電子の二重納品を排除するための現地検査
方法の開発や書類検査の省力化を図る。 

CALS/ECの普及 
・各種研修や資格制度の活用等を通じCALS/EC
の普及を促進させて、直轄のCALS/ECリテラ
シー向上、自治体のCALS/EC普及率向上を図る。 

目標－① 
 
 
 

目標－② 
 
 

目標－③ 
 
 
 
 
 
 

目標－④ 
 
 
 

目標－⑤ 
 
 

目標－⑥ 

AP2008の各目標 
H8 H9 H14 H16 H22

H22H19H17統合 

建設CALS整備基本構想 

建設CALS/EC 
アクションプログラム 

空港施設CALS 
グランドデザイン 

港湾CALS整備計画 
国土交通省 
CALS/EC 
アクションプログラム 

国土交通省CALS/EC 
アクションプログラム 
2005

国土交通省CALS/EC 
アクションプログラム 
2008

CALS/EC推進本部 

CALS/EC推進本部幹事会 

CALS/EC推進本部作業部会 

これまでの実施経緯 

AP2008の検討体制 

CALS/ECコーナー 

－3－



２００９.５月号 

平成21年度（財）日本建設情報総合センター研究助成公募案内 

JACIC便り 

（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

21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 

（１）指定課題：下表に示す。 

（２）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 

（ａ）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 

（ｂ）建設情報の流通性の向上に関する調査研究 

（ｃ）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 

（ａ）土木工事積算業務に関する調査研究 

（ｂ）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 

（ｃ）防災業務の情報化に関する調査研究 

（ｄ）GISを利用した業務支援システムの調査研究 

（ｅ）CALS／ECに関する調査研究 

（ｆ）建設副産物情報交換に関する調査研究 

（ｇ）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22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20年度は、指４件、

自７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、当財団へ提出して

下さい。研究助成要綱、申請書及びこれまでの実績

については、JACICのウェブサイトに掲載。 

　URL  http://www.jacic.or.jp/ 

6．応募期限：平成21年6月30日（必着） 

7．問合せ先 

　〒107-8416　東京都港区赤坂7-10-20 

　アカサカセブンスアヴェニュービル 

　（財）日本建設情報総合センター　経営企画部 

　TEL.03-3584-2404／FAX.03-3505-2966 

（経営企画部　上席参事　落合清二） 

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） 
 
 

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（継続） 
 
 

指４ 
建設分野の意味情報の共
有に関する研究（H21新
規） 

　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 
③その他、３次元CAD、3次元データの活用に関する研究 

　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。 

　ICTの急速な発展と普及により、情報量が指数関数的に増大し、情報の海に流される、
「情報大爆発」、「情報大航海」の時代となっている。このような中で、真に価値のある
意味情報に効率的に辿り着く手段として、オントロジーやセマンティックWebの技術
が研究されている。建設分野でも、多様なプレイヤ、細切れのプロセス等から、意味情
報の伝達には問題点が多い。このため、建設情報分野の意味情報の共有に資する基礎的
または事例的研究を研究する。 

指定課題 

課　　題　　名 内　　　容 
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２００９.５月号 

平成21年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内 

10：20～10：30 

10：30～12：00 

13：00～14：30 

14：40～15：30 

15：30～16：00

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） 

 

発注機関講師 

業務管理研究会委員 

技術士等有識者 

JACIC担当者 

●主催：（財）日本建設情報総合センター 

●後援：国土交通省 

●テキスト：「平成21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）日

本建設情報総合センター） 

●受講料：10,000円（税込み,テキスト代込,昼食無し） 

●開催地・開催日・会場：表－１参照 

●プログラム：表－２参照 

●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

に郵送して下さい。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。 

●受付期間：平成21年６月１日（月）～平成21年７月13日（月） 

●申込先：（財）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7-10-20アカサ

カセブンスアヴェニュービル Tel 03-3584-2404） 

  

※RCCM資格試験は、（社）建設コンサルタンツ協会が

平成21年11月８日（日）に実施します。 

　　受験申込書の販売：６月15日（月）～７月24日（金） 

　　受 験 申 込 受 付：７月１日（水）～７月31日（金） 

※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）建設コンサルタンツ協会RCCM資格制度事務局  

Tel 03-3221-8855

時　　間 内　　容 講　　師 

表－１　平成21年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場 

表－２　講習会のプログラム 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

№ 

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 

開催地 開催日 

8/ 4（火） 

7/28（火） 

7/27（月） 

8/ 7（金） 

7/24（金） 

7/21（火） 

7/27（月） 

7/30（木） 

7/29（水） 

7/31（金） 

7/23（木） 

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） 

メルパルクHIROSHIMA 

香川県土木建設会館（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 

会場名 住所 ＴＥＬ 定員 

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 

広島市中区基町6-36 

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 

082-222-9867 

087-823-4550 

092-844-8111 

098-859-6234

300 

300 

400 

400 

160 

270 

300 

150 

140 

390 

180

（経営企画部　参事　矢田敬） 
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２００９.５月号 

 

 

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 

金沢工業大学（環境・建築学部） 

教授　鹿田正昭 

  

高齢化社会が進んでいることからすべての人々が安心・

安全で快適な生活を営むことのできる社会形成が求めら

れている。空間情報技術という観点からはいつでも、ど

こでも、だれもが高精度な位置情報を容易に知ることが

できる社会環境を作り、加えて位置情報と他の属性情報

を共有できる「高度空間情報社会」が望まれるようにな

った。 

平成19年５月23日には高度空間情報社会を構築・推進

するための「地理空間情報活用推進基本法」が参議院本

会議で可決成立した。基本法はGISおよび衛星測位技術

を活用した効率的・効果的な国土の利用・整備・保全お

よび国民の生命・身体・財産の保護などに関わる施策を

決定・実現するものである。 

本研究の目的は上述のような社会的背景から、GIS・

GPSとICタグ技術の融合により、いつでも、どこでも、

だれもが安全・安心・快適な生活を享受できる高度空間

情報社会の実現に向けて、建設分野の各種業務の情報化

を目指すことを目的として実施した。 

特にその中でもICタグはGPSデータが取得できない天

蓋空間、地下空間、建物空間に用いることによって、シ

ームレスな位置情報を得るための有用なツールであると

いわれている。ICタグはすでに物流や多くの分野におい

ての利活用が始まってはいるが、位置情報を得るための

補完ツールとしては十分な実証実験がなされていない。 

そこで、本研究・調査ではICタグの特性について移動

体（この場合は車椅子）に受信機をとりつけ、種々の条

件化でのデータ読み取り実験を実施した。 

実験では金属や水など周辺環境の影響を受けやすいIC

タグが、設置場所の違いによって読み取り率にどのよう

に影響するのか把握するため、金沢工業大学内キャンパ

ス内の材質の異なる場所（セメントコンクリート、アス

ファルトコンクリート、陶器質タイル、粘土質レンガ）

で実施した。実験結果から、設置場所の違いによって読

み取り率に変動が生じることが分かった。 

特にセメントコンクリート上に設置したICタグの読み

取り率は、リーダの高さ25㎝までは精度よく読み取れる

がそれ以降は大幅に低下しており、コンクリート内部に

含まれる水分の影響があったと考えられる。また、アス

ファルトコンクリート、粘土質レンガ、陶器質タイルは、

ほぼ同じような傾向が見られ、リーダの高さが20～25cm

では読み取り率が安定していた。以上の結果から、ICタ

グは周囲の環境条件により読み取り率が大きく変化しや

すいことが分かったため、今後もさらに詳細な調査を続

けていく必要があることが分かった。 

ICタグ設置間隔、高さによる読み取り率調査では、IC

タグの設置間隔0㎝では、周囲タグのマルチパスの影響を

受けてリーダの高さが25cmまでは他の間隔のものより劣

るが、読み取り率は高い。しかし、それ以降は大きく読

み取り率が下がる傾向にあった。その他の実験結果から、

ICタグの設置間隔は接触状態である0cmよりも5cm程度

離すと読み取り率が安定することがわかった。 

以上のことより、設置間隔はアンチコリジョン機能を

発揮することおよびコスト面なども考慮すると5～10cm

程度離すことが必要であることがわかった。この他、IC

タグの材質・形状、高さによる読み取り率調査、材質の

種類・厚さの異なる遮蔽物の下にICタグを設置による読

み取り率の調査などを実施した。 

以上の結果、ICタグのアンテナはできる限り大きく、

電波方式の種類に合った加工が求められることが分かった。

さらに遮蔽物の下にICタグを設置するときは、材質によ

ってICタグを読み取れる距離に差があること、また、設

置場所の環境条件などを考慮してICタグの材質を選択す

る必要があることなどが分かった。ICタグの応用にはさ

らに詳細な実験が必要であるが、移動体によるＩＣタグ

読み取りの基礎的データが得られた。 

 

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19年度に

は12件の研究助成を実施し、平成20年11月に「第６回研

究助成事業成果報告会」を開催しました。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 

（経営企画部　上席参事　落合清二） 

 

研 究 助 成 成 果 概 要 

 

 

JACIC便り 
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JACIC東北地方センタ－ではコリンズ・テクリスの登

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、主な活動の中から「第4回北海道・東北地方

コアシステム会議」、「Photog-CAD説明会の開催」及び

建設技術公開「ＥＥ東北 ’09」について紹介します。 

 

■第4回北海道・東北地方コアシステム会議 

この会議は、北海道及び東北地方において、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、より利便性の高いシステム開発や運用に資す

ることを目的に発足しました。 

今回は平成20年11月27日に宮城県仙台市内において開

催したものです。この会議では全国の行政機関における

電子入札コアシステム共同利用参画団体の状況などを紹

介した後、事前のアンケートをもとに、コアシステムの

運用、今後の改良予定などについてさまざまな意見交換

を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■災害復旧効率化支援システム（Photog-CAD）説明

会の開催 

去る１月15～16日、全国のトップをきってPhotog-

CAD説明会を青森県八戸市内で開催しました。２日間

にわたり青森県県土整備部河川砂防課及び三八地域県民

局地域整備部河川砂防施設課のご協力のもと、青森県内

から21名の職員にご参加をいただき、GIS研究部などか

ら説明を行いました。 

15日に一級河川馬淵川の堤防において事前計測などを

行い、16日は被災箇所と撮影位置の関係及びターゲット

の設置方法を説明した後、室内では撮影データを基に

Photog-CADの処理の流れを説明しました。 

 　 

 　 

 　 

 　 

 　 

 　 

  

 　　　　　　　　　　 

  

参加者の関心は非常に高く、現地では撮影位置を確保

できない場合の撮影方法や下方からの撮影が可能か、な

どの質問。一方、室内では任意工種の図形を扱えるか、

CADデータとしてのエクスポートが可能か、など活発

な質疑が交わされました。　　 

 　　　　　 

■建設技術公開「ＥＥ東北‘09」が開催されます 

良質な社会資本の整備を通じ地域の発展に寄与するこ

とを目的として、第20回目のEE東北が開催されます。

今年は６月３日（水）～４日（木）の２日間にわたって「夢

メッセみやぎ」（仙台市宮城野区）で開催されるもので、

約160社が出展する予定です。 

JACICでは建設副産物・発生土情報交換システムと災

害復旧効率化支援システム（Photog-CAD）の２技術を

出展する他、今回は災害復旧効率化支援システム（Photog-

CAD）のプレゼンテーションも行う予定です。 

（東北地方センター　センター長　田中正人） 

東北地方センタ－活動報告 

２００９.５月号 

地方便り 

コアシステム会議の状況 

説明会の状況 
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２００９.５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） 

e-BISCコーナー 

JACIC news　平成２１年５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

国土交通省の電子入札に関し、ヘルプデスクへ寄せら

れた応札者からの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 

本書は、日本国内で製品化され利用可能なGISソフト

ウェア・数値地図データ及びネットサービスを俯瞰でき

る総合資料として、平成４年から毎年刊行しており、

2009年版を３月下旬に発刊しました。 

より多くの選択肢をご提供し、目的・用途に合った

GIS製品を見出すことができるように可能な限り多くの

最新製品を掲載しております。業務の参考資料としてご

活用ください。なお、本書に掲載された製品はJACIC　

HPの「GISひろば」にGIS DataBookインターネット版

（http://www.gis. jacic.or.jp/）として掲載する予定です。

こちらも併せてご利用ください。 

◆製品項目◆ 

①地図データ、②汎用GIS、③WebGIS、④道路、⑤埋

設物管理、⑥土地・税務、⑦都市・防災、⑧河川、⑨農

林、⑩マーケティング、⑪ネットサービス、⑫GPS・移

動体、⑬地図データ作成、⑭環境、⑮その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行：（財）日本建設情報総合センター 

 　　　　　　　建設情報研究所　GIS研究部 

定　価：3,780円（本体価格3,600円） 

サイズ：A４版 

（GIS研究部　主任研究員　城戸修） 

「ＧＩＳデータブック2009」発刊 
―日本の地理情報システムの紹介― 

 
回　　　答 

 「ICカード更新」機能を利用して旧ICカードの企業IDを新ICカードに引き
継いだ場合は、該当案件を新ICカードで継続することができます。「ICカー
ド更新」に必要な条件は、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】」より「利用者登録操作マニュアル」2.1-18ページ
の記載内容をご参照ください。 
　案件参加中にカードが失効や有効期限切れ等の理由で使用が不可能にな
った場合は、継続参加が、発注者により異なりますので、当該発注者へ直
接ご相談ください。なお、「電子入札運用基準」により、入札参加時の企
業IDのICカードで最後まで操作することとなっております。 
　端末を変更した場合、再度利用者登録する必要はありません。新しい端
末に電子入札関連ソフトをインストールした後、インターネット環境の確認、
「環境設定ツール」にアドレスを設定し、接続確認より電子入札の動作確
認を行ってください。 
　なお、インターネット環境の確認、接続確認の操作手順につきましては
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】」に掲載しております、各手順書をご参照ください。 
　また、「環境設定ツール」のアドレス設定につきましては、左MENU「環
境設定ツールで設定するアドレスについて【共通】」をご参照ください。 

質　　　問 

　案件に参加している途中で、
別のICカードに変更して引き
続き該当案件に参加すること
はできますか。 
　又、案件に参加している途
中でICカードが失効や有効期
限切れによりに使用できなくな
った場合、どうしたら良いですか。 
　 
　電子入札システムで使用し
ている端末を新しく用意しました。
再度、利用者登録する必要が
ありますか。 

項　目 

 
 
 
 
 

      
 
 

　 工事・業務 
    

（e-BISCセンター　主事　川口玲） 
 

GISコーナー 

登録部門：電子入札施設管理センター 
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