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景気が低迷し公共投資が減少する厳しい環境の中で、

社会資本の整備や維持管理に必要な費用の確保が困難に

なっています。しかし、このような状況下においても安

全で豊かな国民生活の実現のために適切な社会資本の整備・

維持管理の重要性は変わりません。整備・維持管理の更

なる効率化を図るためにICT（情報通信技術）の活用や

活用方法の継続的改善が必要です。

（財）日本建設情報総合センター（JACIC）は、建設情

報分野の基盤となる標準化を推進すると共に工事・業務

実績登録、土木工事標準積算、行政支援GIS、CALS/EC

等の様々な分野に関し活動してきた実績を通じて調査・

計画・設計・調達・施工・管理の社会資本のライフサイ

クルにおけるプロセスのICT化による生産性の向上を支

援しています。

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を図るとともに、業務執行の効率化

や経費削減、品質向上、情報セキュリティの確保、知的

財産管理の徹底等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、ICTを中心に総合的な技術

力向上に努め高度なサービスを提供できるようにしてい

ます。

平成22年度における主要事業の計画は以下に示すとお

りです。

（1）調査研究開発事業

１）自主研究開発事業

自主研究開発事業では、JACICが自主的に実施する研

究開発事業として、建設情報研究所を核として社会基盤

情報標準化委員会における建設情報の標準化、国際交流

活動を中心として下記の事項を実施します。

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・拡充を図ります。

標準化活動においては、「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、「第三次社会基盤情報標準化推進三箇年計画」

の達成に努めます。また、平成22年６月で第三次計画期

間が終了することから、第四次計画を策定し、その推進

に努めます。

今後、建設産業の効率化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、電子納品成果を設計・積算・施工及

び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の推進及び電子入札や

CADに関する国際標準化活動の推進を引き続き行います。

また、データ仕様の見える化を通じて自発的な標準化

を促進するため、平成21年７月に開設した「データ仕様

の見えるサイト：JACIC/LCDMレジストリ」の改良と維

持・運用を続けます。

さらに、アジア各国での建設分野への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」の第

6回会議を東京で開催します。

２）調査研究事業

調査研究事業では、JACICがこれまでに蓄積してきた

CALS/EC、積算システム、GIS等に関するノウハウを活

かし、下記の事項を実施します。

○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次元設計データの利活用、現場におけるデータの連携、

工事情報共有システム、電子納品保管管理システム、

CADの高度利活用、３次元設計データ交換標準及び地方

公共団体へのCALS/ECの導入促進の調査研究を推進します。
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○積算システム

積算業務の改善として多様な契約方式に対応した積算シ

ステム等、積算業務の合理化及び効率化を支援します。

○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し

ます。

○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します。

○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、基盤情報の高度利用を図

るとともに河川業務を支援します。

（2）広報・出版事業

広報・出版事業では、JACICが取り組む事業活動の成

果を広く社会に還元することを目的として、建設事業の

円滑な執行に資する建設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、建設技術の向上及び建設

事業の効率化に資することを目指し、講習会及びセミナ

ー等の開催、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

を行います。その他、建設ICT・CALS/EC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・

証明事業及びCALS/EC資格制度を引き続き実施します。

（3）建設情報システム事業

建設情報システム事業では、JACICが開発・運営する

工事・業務実績情報システム、統合PPIなどの情報シス

テム・サービスにおいて、利用者に各種の建設情報を提

供し利便性向上を図る等、下記の事項を実施します。

○総合情報サービス（JACIC-NET）

JACIC-NET会員の利用利便性の向上に努めます。

○入札情報サービス事業（統合PPI）

工事・業務の発注情報に関するポータルサイトとして

の利便性、検索機能の充実を図るとともに、国・地方公

共団体からの情報提供の拡大充実に努めます。

○積算システム

国の土木積算システムの運用支援、地方公共団体への

Web版及びC／S版土木工事積算システムの運用支援及

びＸＭＬ形式及びCSV形式の土木工事標準積算基準デー

タの普及を図ります。

○工事・業務実績情報システム（コリンズ・テクリス）

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化を取り入れた新検索・登録

システムの運用を推進します。

○建設副産物情報サービス

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

ります。

○電子入札システム

電子入札施設管理業務では、情報セキュリティマネ

ジメント（ISMS）認証の継続的維持を図りつつ、シス

テムの監視支援を確実に行い、更なる利用者の信頼確

保に努めます。

○電子入札コアシステム

電子入札コアシステムの国・都道府県はもとより市

町村への普及を引き続き拡大するとともに、政府認証

基盤、セキュリティ、新OSへの対応を図る。また、入

札契約書類の完全電子化による調達手続きの効率化に

関連した機能改良の検討を行います。

（4）建設情報システム改良事業

建設情報システム改良事業は、当センターが当初よ

り開発運用に関わっている土木積算システムや電子入

札システム等、国等で運用しているシステムの改良で

あり、下記の支援を予定しています。

○積算システム改良

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・改良の支援を行い

ます。積算基準データのXML化を更に推進し、積算基

準データベース管理システムの構築により一元管理を

行うことで業務の改善を進める。「ユニットプライス

型積算」、「見積積算方式」及び「総価契約単価合意

方式」に関する支援を行います。

○電子入札システム等改良

電子入札システムについて入札業務の効率化のため

の改良の支援を行います。

 

（経営企画部　部長　河村賢二）
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平成22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

22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：下表のとおり。

（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又は２年間で、報告書の提出は平成23又は24

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21年度は、指６件、自５

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。

提出頂いた申請書は返却いたしません。予めご了承下

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・提出方法：郵送又はメールで平成22年６
月30日　必着

７．提出先
 〒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

 財団法人　日本建設情報総合センター　経営企画部

 Ｅ-mail：kenkyujosei@jacic.or.jp

 　TEL03-3584-2404／FAX03-3505-2966

JACIC便り

指定課題

建設分野における設計、施工、維持管理や各段階間の情報共有において、有効な手法と考えられる
プロダクトデータモデルや３次元CADデータの構築・利用に関して、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
②　プロダクトデータモデルの適用に関する研究
③　３次元測量、３次元設計と情報化施工の一環プロセス
④　３次元CADデータによる施工管理の高度化
⑤　その他、3次元データの活用に関する研究
地域の持続的発展に寄与し住民の利便性を高める新たな価値の創出に関して、以下の内容を研究する。
①　地域レベルでインフラに関連した地域の安全性・利便性・経済性、環境価値等の情報をGIS上で
重ねて、総合的・統計的・統一的整備、投資・効果分析、地域間比較及び補完分析する手法の研究

②　国土交通省の地理空間情報プラットフォームを利用した、地理空間情報の有機的連携による新
たなビジネスモデルの研究

膨大な情報の海から、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、建設生産プロセスの多様な主体が多量
のデータを作成・交換・蓄積している。特に維持管理業務の効率化のためには、膨大なデータの海
から意味のある情報を効率的に抽出する事やICT技術の利活用が必要である。このため以下の内容
を研究する。
①　CALS/EC等で蓄積された膨大な情報を対象とした、頻出パターン抽出、相関ルール抽出、ク
ラス分類 、回帰分析等から、価値ある情報を創出する研究

②　建設分野における用語や意味情報の共有に関する研究
③　ICT技術（モバイル機器やセンサ、ICタグ等）による現場に即した利活用・効率化・高度化の研究。
④　アセットマネジメントにおける評価基準やデータ管理技術の研究
⑤　効率的な社会資本台帳の構築等、情報の効率的な整理に関する研究
⑥　維持修繕に関連した積算基準の検討や、その基準に基づいた積算方式等、契約・積算方式等の
研究

指１　
プロダクトデータモデルの
構築・利用に関する研究
（継続）

指２　
地理空間情報の有機的連
携による新たな価値の創
出に関する研究
（継続）
指３　
社会資本の維持管理と多
様で膨大なデータからの
価値ある情報の抽出に関
する研究
（新規）

課　　題　　名 内　　　　　容

（経営企画部　上席参事　落合清二）
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平成22年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内

●主催：財団法人 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22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22年６月１日（火）～平成22年７月13日（火）

●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22年11月14日（日）に実施します。

　受験申込書の販売：６月14日（月）～７月23日（金）

　受 験 申 込 受 付：７月１日（木）～７月31日（土）

※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

JACIC便り

№

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

開催地 開催日 会場名 ＴＥＬ 定員住　　所

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

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

名古屋国際会議場

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

八丁堀シャンテ

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

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

名古屋市熱田区熱田西1-1

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

052-683-7711

06-4803-5555

082-223-2111

087-823-4550

092-844-8111

098-859-6234

300

300

400

400

160

300

300

150

140

390

180

8/ 5（木）

8/ 3（火）

8/ 4（水）

8/ 9（月）

7/28（水）

7/28（水）

8/ 9（月）

8/ 3（火）

8/ 4（水）

7/30（金）

7/27（火）

表－１　平成22年度ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会の会場

（経営企画部　参事　矢田敬）

※６月１日よりヒルトン福岡シーホーク

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資格試験受験準備について

発注機関講師

業務管理技術研究会委員

JACIC担当者

時　　間 内　　容 講　　師

表－２　講習会のプログラム



２０１０.５月号

研究助成成果概要

－5－

道路事業を対象とした3次元データの流通による

業務プロセスの設計に関する研究

岩手県立大学　ソフトウエア情報学部

　講師　窪田　諭

ICTによる公共事業のイノベーションを推進するため

には、構造物に係わる３次元データを効率かつ円滑にラ

イフサイクル上に流通させる環境を整備する必要がある。

また、“国土交通省CALS/ECアクションプログラム2008”

や“第三次建設情報標準化三箇年推進計画”でも３次元

データの流通環境の整備に重点を置いている。

現状の公共事業では、電子データの運用に可能な業務

から着手する部分最適化がなされており、ライフサイク

ルにおける全体最適化の観点からは取り組まれていない。

そのため、３次元データを流通させることによる効果を

享受する具体的な利用場面（数量計算の具体的な作業手

順など）や流すべき下流工程（数量計算ソフトの入力作

業など）を明確にした利用場面を抽出し定義することが

必要である。さらに、その利用場面に基づく業務プロセ

スを設計し、必要に応じて制度設計やデータ交換標準（対

象領域の3次元データの構造や形式）を整備する必要があ

る。

そこで、本研究では、公共事業における３次元データ

の流通基盤を実現するために取り組むべき実施項目を明

らかにし、計画的に整備を進めるためのロードマップを

提言することを目的とする。本研究が捉える３次元デー

タの流通基盤では、国土交通省のみならず、市町村を含

んだ自治体や中小規模の民間企業でも利用できる環境を

想定し、現実的かつ具体的な成果を出す点に意義がある。

本研究では、以下の内容について研究を行った。

（1）道路事業を対象として、３次元データの流通によっ

て効果を享受する具体的な利用場面を抽出した。ここ

では、道路事業の調査、測量、設計、施工、維持管理

について、既存の学術論文や報告書、Webページに掲

載されている利用場面を対象として調査した。

（2）前項の調査結果を受けて、道路の測量と設計業務を

取り上げ、3次元データの流通による業務プロセスモデ

ルを構築した。モデルの構築にあたっては、UMLのア

クティビティ図を利用し、３次元データが流通するこ

とにより、変革すべき業務プロセスを明らかにした。

（3）業務プロセスモデルを実現するためには、現行の制

度や標準を整理し、制度の変更や新たなデータ交換標

準が必要となる。制度として、設計業務等共通仕様書

と土木工事施工管理基準において、３次元データの利

用を前提とする制度設計が必要であると提言した。また、

データ交換標準として、３次元データ交換標準の策定

と電子納品要領案・CAD製図基準案の改訂が必要であ

ることを提言した。さらに、我が国には国産の３次元

CADエンジンが存在しないため、早急にこれを開発す

ることが望まれる。

（4）これらの成果に基づき、今後、３次元データの流通

基盤を実現するために取り組むべき実施項目を抽出し、

計画的に整備を進めていくための指南書となることを

目指したロードマップを提言した。

（5）３次元データの流通とそれによる業務プロセスモデ

ルを地方自治体や中小規模の民間企業でも利用できる

ようにするために、岩手県をフィールドとして、自治

体と建設業者への適用可能性を検討した。地方自治体

では、電子納品に対する意識が高くない場合もあり、

道路事業において３次元データを流通した業務プロセ

スを実現することはまだ難しいようである。３次元デ

ータの流通によるメリットを広く公開することが重要

である。

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20年度に

は11件の研究助成を実施し、平成21年11月に「第７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）

JACIC便り



２０１０.５月号

コリンズ・テクリスの登録件数の状況

テクリス登録件数前年同月比較（契約額500万円以上）コリンズ登録件数前年同月比較（契約額500万円以上）

国の機関 地方公共団体 国の機関 地方公共団体

前
年
同
月
比

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

前
年
同
月
比

（平成22年1月～3月）
コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成22年１月～３月）は次のとおりです。

●コリンズ ●テクリス

１月 ２月 ３月

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4
１月 ２月 ３月

コリンズの登録件数（契約額500万円以上） テクリスの登録件数（契約額500万円以上）

１月

地方公共団体

1,377

（0.87）

19,251

（1.08）

２月

1,500

（0.84）

14,786

（1.11）

３月

3,200

（0.85）

17,602

（1.14）

国の機関

１月

地方公共団体

830

（0.67）

2,093

（1.06）

２月

498

（0.63）

1,603

（0.95）

３月

592

（0.46）

1,552

（0.81）

国の機関

（　）：前年同月比（　）：前年同月比

（経営企画部　参事　矢田敬）

－6－

JACIC通信

e-BISCコーナー

電子入札案件登録・開札状況 登録部門：電子入札施設管理センター

登録件数 開札件数

電子入札登録・開札件数対前年度比

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

平成21年度電子入札案件登録・開札件数

（　）：前年同月比

3,221
（1.42）
4,084
（1.07）

2,636
（0.90）
2,526
（0.89）

2,436
（0.71）
2,690
（0.87）

４月
3,591
（0.97）
2,160
（0.95）

５月
4,802
（1.19）
3,409
（1.18）

６月
6,700
（1.50）
4,220
（1.20）

７月
5,253
（1.33）
3,951
（1.31）

８月
3,521
（0.93）
6,678
（1.70）

９月
2,984
（0.75）
3,148
（0.87）

10月 11月 12月
6,129
（0.83）
 788
（0.32）

１月
6,666
（0.84）
 2,504
（0.73）

２月
3,800
（0.82）
 8,574
（0.92）

３月
51,739
（0.99）
44,732
（1.01）

合計

案件登録件数

開札件数

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
５月４月 ６月 ７月 ８月 ９月 １月 ２月 ３月１０月 １１月 １２月

平成21年度の電子入札案件登録・開札状況は下表及び

グラフのとおりとなっています。なお、このデータは国

土交通省関係直轄事業（内閣府沖縄総合事務局分を含む）

の物品・役務及び工事・業務契約のうち電子入札で行わ

れた件数です。

前
年
同
月
比



お知らせ

■　中国地方センター開設15周年

おかげさまで、平成６年10月１日の開設から15年を迎

えることができました。

コリンズ・テクリス入力システムの販売から始まり、

FD登録や代行登録の受付、さらにCALS/EC推進等を行

ってきました。

昨年８月には、コリンズ・テクリス登録がWeb方式に

なり、多くの問合せがよせられ、電話がつながらない状

況が発生しました。お詫び申し上げます。

これからも中国地方の窓口として運営して参ります。

何卒よろしくお願い申し上げます。

   活動報告

■　建設技術フォーラム・土研新技術ショーケース2009

平成19年度まで開催していた「国土建設フェア」をフ

ォーラム形式で改め「建設技術フォーラム」として、土

木研究所の「新技術ショーケース」と同時開催されまし

た。当センターは、「建設技術フォーラム」の開催を後

援しました。

開催日・会場：平成21年12月２日、広島YMCAホール

主催：建設技術フォーラム実行委員会

 　

   平成22年度の活動予定

■　コリンズ・テクリス

○新検索システムの利用案内～発注機関の皆様へ

平成22年２月に、補償コンサルを搭載した「Web版テ

クリス」をリリースしました。中国地方の国、県、政令

市の皆様に利用案内を行い、随時申し込みを頂いており

ます。今後は、市町村の皆様へ案内をさせて頂きます。

また、５月以降に予定している「Web版コリンズ」の

案内に訪問させて頂きたいと考えております。

 　

○コリンズ・テクリス出前講座

コリンズ・テクリスの登録手続きや、

実績データの活用方法などをご説明致し

ます。詳細はご相談ください。

公共発注機関や建設関連団体等で開催

される講習会に出前いたします。

 　

○お問合せ、各種申請窓口

お気軽にお問合せください。

電話がつながりにくい場合は、FAXやEmailも

併せてご利用ください。

■　電子入札操作講習会

パソコンを使い、本番さながらの環境で操作体験でき

る電子入札講習会を承ります。詳細はご相談ください。

広島商工会議所様主催で今年度第１回の講習会を予定

しています。皆様の参加をお待ちしております。

開催日：６月２日～８日　場所：広島商工会議所５階

■　ホームページ

「シンプル」をモットーに、講習会案内、CALS/EC、

コリンズ・テクリス等の最新情報を掲載しています。

http://www.jacic.or.jp/locality/chuugoku

■　RCCM資格試験受験準備講習会

シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の資

格制度は、設計業務等共通仕様書（国土交通省）で規定

している「管理技術者」としての資格を認定するもので

す。

昨年に引き続き、RCCM資格試験受験者のための講習

会を開催します。（広島会場は8月初旬に開催予定）

■　中国地方ブロックコアユーザ会議

電子入札コアシステムの運用上の問題点や改善要望等

について、発注者間で意見交換します。

   お問合せ先

（中国地方センター　センター長　鷲田治通）

中国地方センターの活動報告等
地方便り

２０１０.５月号

－7－

中国地方ブロックコアユーザ会議（昨年度）

JACIC中国地方センター

電  話：082－227－1105

FAX ：082－227－1106

Email：chuugoku@jacic.or.jp

住  所：広島市中区八丁堀4－4

　　　 エイトバレー八丁堀８階
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2003建設技術ハンドブック

2004最新建設技術ガイドブック

JACIC情報
CD-ROM版JACIC情報
河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説
（平成9年6月）

100mメッシュ延床面積データ

パンフレット指定・任意の正しい運用について
（H15.8.1発刊）★

ボーリング柱状図作成要領（案）解説書改訂版

GISと市町村合併

地方公共団体のためのWeb GIS導入マニュアル

GISデータブック2010

地図を使ったWebサイト作成ガイド

災害復旧効率化支援システムPhotog-CAD★

CALS/EC理解度チェックソフト2009年度版

名　　　称 内　　　　容
内容
問合

価格（円）

建設技術研究開発の基本方針、技術開発に関する諸制度、技術管理の
最新情報、入札・契約制度、コスト縮減、積算関係、建設技術開発、
技術管理業務等をわかりやすく紹介。

国土交通省等で行われる河川定期縦横断測量業務の実施方法、成果、
電子情報化等についての標準的な手法を掲載。

平成10年度から14年度までの５年間に「建設技術評価制度」「民間開発
建設技術の技術審査・証明事業」「建設技術審査証明事業」で評価、証
明された最新建設技術を掲載。
JACICの機関誌で、建設関連情報や、多様化する建設の動きを紹介したもの。
JACIC情報創刊号から59号までの記事を集録。

治水経済調査における家屋資産額算出時に必要となる延床面積のデータ。

積算システム基準書の設計変更の正しい運用について趣旨の周知と徹
底について解説。
ボーリング調査後に発注者へ提出する「ボーリング柱状図」の作成様式及びそ
の記入方法を記した「ボーリング柱状図作成要領（案）」の解説書。
複数の市町村間で別々に整備された地図データの共有化について検討し、
さまざまな課題の解決策を提示。GISや地図に関する問題・課題をGIS
という立場から平易に解説。
地方公共団体が運用するWeb GISの先進事例の紹介と、導入前から導
入基本計画、設計、開発、運用及びメンテナンスに至るまでの課題を
整理し対応策を提示。
国内で販売されているGISソフトウエアと地図データベースを紹介。
行政・教育機関、民間企業、NPO法人及び個人の方に至るまで、だれ
もが手軽に様々な情報を地図上に重ね合わせて提供できる、地図を使
ったWebサイトを作成するための方法を実践的かつ分かりやすく解説。
総合単価を使った災害査定申請業務をデジタルカメラを用いた写真測
量技術とCADを融合させた現地調査・測量、設計・積算等、一連の作
業をシステム化したソフトウエア。査定申請以外にも利用可能。
CALS/ECに関する最新情報を取り入れた問題を搭載したテスト形式（五
肢択一）のe-learning教材。学習者の理解度、研修成果の確認が可能。

１部

１部

１部
１枚
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１部

１部

１部
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１部

１セット
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１メッシュ
１ヶ

①

①

①
①

③
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③

④

④

④

④

④

⑤

③

1,050

1,500

1,050
8,400

840

84
（5部から受付）

1,890

1,260

1,575

3,780

1,890

157,500

9,980
※

21,000

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、
2010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土地・
税務、⑥埋設物管理、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
　　　　　　 システム高度化研究部　GIS研究室
定　価：3,780円（本体価格3,600円）
サイズ：A４版
（システム高度化研究部 GIS研究室 主任研究員 徳永学紀）

「ＧＩＳデータブック2010」発刊
―日本の地理情報システムの紹介―

GISコーナー

会員情報の変更は下記のURLにアクセスして下さい。
http://www.jacic.or.jp/henkou.htmlお知らせ


