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第１回ITマネジメント賞は、「GPS三次元計測を

用いた地組桁の輸送・架設」（日本車輌製造（株）神野

勝樹氏）に決まり、平成19年５月30日（水）に表彰式

が行われました。 

ITマネジメント賞は、（社）全国土木施工管理技士

会連合会（協賛：（財）日本建設情報総合センター、（社）

日本土木工業協会）が募集するもので、平成18年度の

募集からJACICが協賛し、工事を円滑にするための

共通部門や管理部門などにおける、ITによる効率化

やマネジメント改善による効率化もしくはその併用

例をITマネジメント部門として論文の対象に含めて

募集したものです。JACICnews（2006／８月号、

No.207）、JACICnews（2007／１月号、No.212）で

論文の募集を行いました。 

受賞論文の内容は以下のとおりです。 

 　 

鋼桁を供用中の道路交差点上に架設する際の、以

下の問題を解決した報告です。 

①架設用重機械の走行経路に移設不可の構造物が存

在し、架設用クレーンの移動・設置及び地組立桁

輸送の際に支障になる。ベント設置位置が供用中

道路に接近し、既架設桁が地組桁輸送時に支障と

なる。 

②大ブロック架設は2台のトラッククレーンによる相

吊り架設であり、架設する桁の安定性により１台

のクレーンに過荷重を発生させる恐れがある。 

今までは、見張り員を増やすことで対応してきたが、

無人で容易にかつ安全に対応できる工法として、IT

技術であるGPSによる三次元計測を計画し実施した

ものです。 

論文によると、実施内容は以下のとおりです。 

 　 

①システム概要 

地組した桁にGPS（アンテナ、受信機）を搭載して、

移動中の桁の三次元位置・姿勢を計測して画面表示

することにより、構造物との離隔、架設する桁の安

全性を確認する。 

 

②システム構成 

システムは、桁上に設置したGPSアンテナ・GPS

受信機、地上の監視室内に設けた座標演算用コンピ

ュータ、データベースサーバー、桁上の機器と監視

室内の機器とをデータ通信するLAN機器で構成され

ている。 

 

（効果） 

移動中はGPSにより桁の三次元座標を計測し、計

測した座標は無線LANで監視室内のコンピュータに

送り、描画データに変換する。監視室内のコンピュ

ータ画面には、周囲の物体と移動中の桁の位置が表

示されるので、既設の物体との干渉状態を監視できる。 

また、2台のクレーンで吊り上げた状態で桁の傾斜

状態も監視できるので吊荷重が1台のクレーンに集中

し桁が不安定となる状態を未然に検知することができる。 

  

論文の終りには、構造物との干渉チェックに有効

であることが確認できたとして、今後は、無人化に

よる架設を可能とし、さらに他工法での採用の可否

についても検討したいとしています。 

（企画調整部　参事　満田広司） 

ITマネジメント賞決まる 

ニュースと解説 
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２００７.７月号 

電子入札コアシステムVer.5.0は、平成19年７月末にリ

リースを予定しております。以下にその概要を紹介いた

します。 

 

1．電子入札コアシステムVer.5.0の概要 

電子入札コアシステムは、工事、業務、物品調達、役

務にも幅広く対応できる入札システムです。 

今回のVer.5.0は、Ver.4.2の改訂版として新たに工事

への総合評価落札方式の機能を追加しました。 

また、既存のコアシステム導入発注機関での移行負荷

軽減を図ったデータベース設計を行うなど、移行にも配

慮しています。 

 

（1） 総合評価方式への対応 

平成17年４月施行の「公共工事の品質確保の促進に関

する法律」により、価格のみの競争ではなく、価格と品

質の両面の競争による落札業者決定への転換が示され、

総合評価落札方式の導入が必要とされています。 

これに伴い、工事調達業務機能において、総合評価落

札方式の機能を追加しました。具体的には、工事の一般

競争入札、公募型指名競争入札、通常型指名競争入札、

工事希望型指名競争入札の計４方式において、総合評価

方式の機能が使用可能となります。 

 

（2） シングルサインオン 

国土交通省で開発された「入札説明書等ダウンロード

システム」のうち、コアシステムの認証機能を用いてシ

ングルサインオンを行う機能を、コアシステムの標準機

能として盛り込みました。この機能を使用したカスタマ

イズを行うことにより、「国土交通省入札説明書等ダウ

ンロードシステム」のほか、入札関連システムとのシン

グルサインオンが可能となります。 

 

（3） 第三世代ミドルウェア及び新サーバOSへの対応 

第三世代ミドルウェアとして、データベース製品の最

新版であるOracle10g Release 2に対応します。 

また、第三世代ミドルウェアと組み合わせ可能な新サ

ーバOSとして、Windows Server 2003 Release 2 

Service Pack 2に対応します。 

これにより、新規にコアシステムを導入する、または

ミドルウェアのバージョンアップを予定する発注機関で

は、処理速度や運用管理効率の向上が期待できます。 

 

（4） JRE5.0への対応 

受・発注者クライアントで動作するJavaの実行環境と

して、JRE5.0に対応します（LGPKI向け認証モジュール

を含む）。 

これにより、今後、各民間認証局の認証モジュールが

JRE5.0に対応すれば、クライアントPCでJRE5.0を使用

することが可能になります。 

 

（5） 商業登記認証のオプション追加 

商業登記認証局が発行する証明書の検証をサーバ側に

依頼するオプション機能を追加します。民間認証局の発

行する職責証明書を利用する発注機関がこのオプション

を使用することで、商業登記認証局が発行する証明書を

応札者が利用することが可能となり、応札者の利用する

証明書の選択肢を広げることができます。 

 

2． 今後の予定 

 

（1） Internet Explorer7への対応 

IE7には文字化けの問題があり、現状では正式パッチ

公開待ちの状態です。正式パッチが公開され次第、改め

て動作確認を実施します。 

 

（2） Windows　Vistaへの対応 

V5.0は、Windows　Vistaには対応しておりませんので、

Vistaでは電子入札コアシステムを使用できません。 

更にVistaは、コアシステムに関連するICカードリー

ドライター等においても動作しないことから、関係機関

とも連携を深めながら改善を進めて行きます。 

 

あわせて、今後、事後審査方式等の追加についても検

討を進めて行く予定です。 
 

http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/ 
 

（CALS/EC部　主任研究員　石山敏雄） 

電子入札コアシステム　Ｖｅｒ．5.0　のリリース 

CALS/ECコーナー 
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ITは、公共事業に携わる方々にとって、欠かせない技

術です。国交省における電子入札・電子納品の全面実施、

その他の公共事業発注機関においても徐々に展開され、

発注者のみならず受注者においても、IT活用能力の習得

は必須となっています。 

JACICでは、CALS/EC資格制度事業等のノウハウを

活かし、受・発注者のIT活用能力の習得・向上に効果的

な研修や効率的な学習環境の実現を支援するe-learning

教材「CALS/EC理解度チェックソフト」（以下、本ソフ

トに略す）を昨年から販売しています。 

今回、さらなるスキルアップに役立つ教材として、最

新情報を盛り込み、そして、より理解しやすく機能を改

良した「2007年度版」を発売しています。 

 

【CALS/EC理解度チェックソフトの概要】 

本ソフトは、CALS/ECに関する最新の問題をランダ

ムに20問出題するテスト形式の教材です。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【2007年度版の改良内容】 

◆最新情報を盛り込んだ問題を追加 

平成19年３月末における電子納品関連諸基準の改訂な

ど最新情報を盛り込んでいます。 

◆回答の「正・誤」一覧を表示 

2006年度版では、テスト終了後に、４分野別の成績を

表示していましたが、2007年度版は、出題された問題の

「正・誤」一覧が表示されるようになり、弱点が明確

になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆解答の解説を表示 

2007年度版では解答解説が表示されるようになりま

した。間違った問題の解説をもとにチェックすることで、

より理解が深まります。 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

本ソフトを活用することにより、CALS/ECに関す

る研修の予習・復習、理解度のチェック、さらに受験

者の成績集計、効果的な研修企画の立案、研修の定量

的な効果測定も可能です。 

また、発売中の「－公共事業発注者のための－ガイ

ドブック」（（財）経済調査会発行）を併せて活用する

ことで、より一層、知識の習得が期待されます。 

  

【購入にあたって】 

本ソフトは営利目的の購入はお断りしております。

本ソフトに関する質問またはご購入については、

CALS/EC部までお問い合わせください。  

（CALS/EC部　主任研究員　板橋友彦） 

２００７.７月号 

－ 2007年度版　7月発売！ － 

「CALC/EC理解度チェックソフト」バージョンアップ 

 

 

媒　　体 

利用環境 

必要ソフト 

テ   ス   ト 

 

 

 

 

 

集計機能 

 

販売価格 

CD（操作マニュアル付き） 

Microsoft Windows 2000 / Microsoft Windows XP 

Microsoft Net Framework 1.1（CDに含む） 

五肢択一 20問 / 制限時間 30分 

CALS/ECに関する問題4分野※からランダム

に出題 
※「CALS/ECの概要」、「公共事業のライフ

サイクルと建設情報の標準化」、「電子調達」、

「電子納品・工事施工中の情報共有」 

受験者別の履歴・成績の表示・印刷・保存 

分野別の成績表示・印刷 

9,980円（税込み、送料別） 

CALS/EC理解度チェックソフトの概要 

図２　解答解説の画面 

図１　回答の「正・誤」一覧の画面 
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２００７.７月号 

はじめに 

現在、JACICではコリンズ/テクリスとも、システム

の再構築作業を実施していますが、テクリスの業務キー

ワードについても、様々な見直しを行っています。以降

に具体的な見直し内容を示します。 

  

１．業務キーワードの整理と機能追加 

（1）業務キーワードの削除 

現在のテクリスの業務キーワード数は約17,000語あり、

受発注者双方から削減要望が出されております。そこで

登録回数が０回の業務キーワードと登録回数が１～２回

の業務キーワードのうち直近の3年間未登録分の業務キ

ーワードを削除します。 

 　 

（2）同義語・類義語等の整理 

また、意味が実質同義・類義語である業務キーワード

も多数存在しており、今回それらをパターン別に統合し

ます。統合例を表－１に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）新語業務キーワードの追加 

新語業務キーワードとは、登録企業が既存の業務キー

ワードにないキーワードを追加したい場合、要望として

登録できる業務キーワードのことをいいます。今回、登

録回数が５回以上のキーワード、登録回数が３～４回の

キーワードのうち、直近の３年間に登録された業務キー

ワードを追加します。 

 　 

（4）業務分野と連携した検索機能の追加 

現状のテクリス検索システム、入力システムは、業務

分野と業務キーワードは別々に選択が可能で、このこと

が、受発注者の間で認識の違いを生む原因となっており

ました。 

これを受け、次期テクリス検索システム、入力システ

ムでは、業務分野の各段階のコード（部門コード、詳細

部門コード、業務段階コード、業務内容コード）を選択

すると、候補となる業務キーワードが自動的に選定され

る仕様に変更します。これにより受発注者とも共通認識

の下で業務キーワードを選定することが出来ます（図-

１参照）。 

 　 

 　 

 　 

 　 

 　 

 　 

 　 

 　 

 　 

 　 

 　　 

  

  

  

  

 

 

 

2．業務概要等の記述内容をキーワードで直接検索する

機能の追加 

業務概要（文章300文字以内）は、業務の目的、方法、

結果、考察など、その業務を代表するものであり、その

業務に関する最新のキーワードを多く保有していると言

えます。 

次期テクリスの検索システムでは、この業務概要等に

含まれるキーワードを検索して、業務を選定する機能の

追加を予定しています。 

  

3．補償コンサルタント業務分野の業務キーワードの追加 

次期バージョンから分野が追加となる補償コンサルタ

ント業務の業務キーワードを追加します。 

  

（コリンズ/テクリスセンター　副参事　北川　譲） 

テクリス業務キーワードの見直し 

JACIC便り 

    統合パターン例             統合例 

カタカナ表記と漢字・ 

ひらがな表記 
オーバーブリッジ→跨道橋

 

英語表記と日本語表記 ＪＣＴ→ジャンクション 

ひらがな表記と漢字表記 地滑り→地すべり 

送りがなの違い 土留構造物→土留め構造物 

助詞等の有無 地形・地質→地形地質 

省略型 ＰＣプレテンション桁 

 　　　　→ＰＣプレテン桁 

単語重複型 騒音予測計算→騒音予測 

その他同義語 コスト削減→コスト縮減 

表－１　業務キーワードの統合例 

図-１　業務分野と連携した検索機能の追加 
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２００７.７月号 

1．業務システムへのオープンソース技術の適用  

今月は業務システムへのオープンソースの技術利用に

ついてお話させていただきたいと思います。 

過度に過ぎるベンダー依存や、組織・部門の縦割りに

よる個別に似たようなシステムの重複開発などの事例は

新聞報道等で読者の皆様も目にされていることと思いま

す。 

特定ベンダー製品への過度の技術依存は、ソフトウエ

アやハードウエアの選択肢を狭め、高コストなシステム

を作ってしまうことになります。また各部署が独自に実

装技術を選択してしまうと他システムとの共存が困難に

なってしまいます。 

業務システムに継続的に当該製品を使い続けなければ

ならない状態、これがいわゆるベンダーロックインで、

例えば公共システムのこのような状態はわが国電子政府

の施策でも話題になっているところです。 

オープンソースの技術は、いわゆるベンダーロックイ

ンに陥りつつある状態を緩和するための効果的な方策と

いってもよいと思います。 

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、より業務システムへの積極的

な採用が望まれるところです。 

 　 

2．オープンソース技術適用の基本的考え方 

最近の業務システムは、ユーザが入出力操作をインタ

ーネットブラウザで行う、ウェブ（Web）方式で構築さ

れることが多いと思います。この方式は、下図の通り、

ウェブ（Web）サーバ、アプリケーション（AP）サーバ、

データベース（DB）サーバがうまく連携することで動

作します。 

各々のサーバは１台のサーバ筐体であっても、３台の

サーバ筐体であっても構成が可能な自由度の高い方式で

す。すべてオープンソースでも、もちろん、技術的な判

断を行って適材適所、商用製品を使うこともできます。 

 　 

 　 

 　 

 

 

 

 

 

一概にオープンソースを用いたオープンシステム技術

と言っても、前述の技術分野ごとに利用されるソフトウ

ェアが異なることから、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、技術分野ごと、適用範囲に注意する必要があ

ります。分野ごとの適用範囲については、おおまかに下

の図が目安になると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに、以下に現在、業務システムの構築・改良で

お勧めできると思われるオープンソースソフトウェア一

覧を示してみます。あくまで、私のお勧めです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（システム高度化研究部　主任研究員　比留間敏員） 

オープンソース解説（シリーズ3） 

    技術分野     ソフトウエア バージョン 

①OS
 

Linux（リナックス）
  カーネル 

                                 2.6.20 

②ウェブ（Web） 
Apache（アパッチ）

   
2.2.4 

　サーバ  

③アプリケーション JBoss（ジェイボス）   4.0.5 

（ＡＰ）サーバ Tomcat（トムキャット）   5.5.20 

 PostgreSQL 

④データベース （ポストグレスキューエル）   
8.2.3
 

（ＤＢ）サーバー MySQL 

 （マイエスキューエル）   
5.0.37

（ウェブ） 

－5－



２００７.７月号 

平成19年４月20日（金）午後、東京土木施工管理技士

会の依頼で東京土木施工管理技士会会員の皆様へ、

JACICの業務内容を説明しました。東京土木施工管理技

士会はこれまで、ITを活用した情報化施工等の現場視

察を「情報システム見学会」として実施してきましたが、

平成19年度からは対象施設の範囲を広げ、会員技術者に

広い視野と知識を得て日頃の業務に活かしてもらうこと

を目的に、異業種他分野等の施設を視察するとのことで

す。当日は、専門紙記者2名を含め28名の参加をいただ

きました。 

JACICの業務担当者が、以下についてスライド及びデ

モを交え、説明を行いました。 
 

（1）JACICの業務概要 

（担当：企画調整部長　高島一彦） 
 

（2）CORINS 

（担当：CORINS/TECRISセンター次長　斎藤誠一） 

・CORINS/TECRISの経緯 

・CORINS/TECRISシステム 

・CORINS/TECRISデータベース 

・CORINS/TECRISを取り巻く環境の変化への対応 
 

（3）建設副産物 

（担当：システム高度化研究部 

　　　　　　　　　　　　　主任研究員　下田正樹） 

・建設リサイクル関連システムの概要 

・建設副産物情報交換システムの紹介 

・建設発生土情報交換システムの紹介 
 

（4）CALS/EC、電子納品 

（担当：CALS/EC部　主任研究員　五十嵐仁） 

・CALS/ECの概要 

・国土交通省の取り組み 

・CALS/ECの地方展開 

・電子調達/電子入札 

・情報の共有と連携 

・電子納品 

・電子納品保管管理システム（デモ） 
 

（5）GIS 

（担当：GIS研究部次長　平井政二 

主任研究員　池田達男） 

・ワンストップサービスの紹介 
 

（6）CORINS情報等の取得方法 

（担当：情報管理部　参事　立花修二） 

・JACICホームページ、JACIC･NET等の紹介 

 

見学会の様子は、平成19年４月23日（月）の日刊建設

工業新聞にも以下のように紹介されています。 

東京土木施工管理技士会 

異業種他分野等各種施設視察　実施報告 

JACICの見学会を開催　東京土木施工管理技士会 
 

東京土木施工管理技士会（山田恒太郎会長）は20日、日本建設情報総合センター（JACIC）の見

学会を開いた。第一線の土木技術者に対して、JACICが運営しているCORINS（工事実績情報システ

ム）などを紹介し、日ごろの業務へ生かしてもらうのが狙い。 

見学会には会員が多数参加し、説明に耳を傾けていた。見学会の冒頭、同会の糸川哲雄事務局長

が「JACICの全体的な仕事を聞かせていただき、業務に役立ててもらいたい」とあいさつ。JACIC

の高島一彦企画調整部長は「CORINS以外も幅広く仕事をしており、説明させてもらう良い機会にな

る」と述べ、CORINSのほか、建設副産物や建設発生土の情報公開システムや、CALS/ECなどの事

業についてデモンストレーションなども交えて紹介した。 

（企画調整部　参事　満田広司） 
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  時間                   内　　　容                 講         師   

  13：00～13：05 主催者挨拶 大石　久和　JACIC理事長代行 

  13：05～13：10 委員長挨拶 中村　英夫　武蔵工業大学学長 

 １ 13：10～13：40 建設情報標準化委員会の活動概要 秋山　実　　JACIC標準部長 

 ２ 13：40～14：10 電子成果高度利用検討小委員会報告 島崎　敏一　日本大学教授 

 ３ 14：10～14：40 電子地図/建設情報連携小委員会報告 柴崎　亮介　東京大学教授 

  14：40～15：00 （休憩） 

 ４ 15：00～15：30 CADデータ交換標準小委員会報告 寺井　達夫　千葉工業大学准教授 

 ５ 15：30～16：00 コード/分類体系検討小委員会報告 寺井　達夫　千葉工業大学准教授 

1．はじめに 

JACIC建設副産物情報センターでは、建設副産物情報

交換システム及び建設発生土情報交換システムを運営管

理し、建設副産物に関する情報提供や研究開発を行って

います。本稿では、建設発生土情報交換システムの利用

状況について報告します。 

2．建設発生土情報交換システムの加入状況 

建設発生土情報交換システムは、建設発生土の工事間

利用に関する情報を提供するもので、公共工事の発注機

関を主な利用者としています。 

本システムは平成11年度から全国運用を開始しており、

加入機関数は概ね順調に伸びています。 

なお、平成18年度については、合併等もあり市町村に

減少がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．市区町村無料お試しキャンペーン 

本システムは有料のシステムですが、市区町村に限り、

無料で利用できる取り組みを平成15年度から実施してお

り、今年度も継続しています。未加入の市区町村には積

極的なご活用をお願い申しあげます。 

4．公共工事土量調査への対応 

公共工事土量調査は平成15年度から全国で実施されて

おります。本システムは同調査に対応していることもあ

り、各加入機関においてご利用いただいております。 

5．おわりに 

今後とも、建設発生土の適正処理の推進と更なるリサ

イクル率向上の一翼を担うべく、本システムの普及と利

便性の向上を図っていきます。 

　（システム高度化研究部建設副産物情報センター 

　主任研究員　下田正樹） 

■　建設副産物情報センターのホームページ 

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

■　建設発生土情報交換システムのお問い合わせ 

　　TEL：（03）3505-0416   FAX：（03）3505-8872 

　　E-mail：recycle@jacic.or.jp 

■　建設副産物情報交換システムのお問い合わせ 

　　TEL：（03）3505-0410   FAX：（03）3505-8872 

　　E-mail：recycle@jacic.or.jp

建設発生土情報交換システム利用状況報告 

JACICが設置・運営を担当してい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）では、今年

６月に第二次推進計画(04年７月～)が終了するのに併せて、

３年間の標準化成果の報告会を下記のとおり開催いたし

ます。各小委員会の成果はそれぞれの小委員長から解説

して頂きます。奮ってご参加ください。 

建設情報標準化委員会　第二次成果報告会開催のご案内 

２００７.７月号 

記 

　　　　　　　○　日　　時：７月20日（金）13：00～16：00 

　　　　　　　○　場　　所：虎ノ門パストラル　鳳凰の間 

　　　　　　　○　参　　加：無料。定員150名。申し込みは下記のJACICホームページ上で。 

　　　　　　　○　プログラム（案） 

詳細・申し込み：http://www.jacic.or.jp/hyojun/seminar2007info.htm 

（標準部　主任研究員　河内　康） 
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２００７.７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） 

 

　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 

北海道地方の情報化を、代表して北海道庁の状況をお
伝えします。 
■ 北海道庁の電子調達 
北海道庁では、「電子道庁」実現を目指し、その一環

として電子入札を2007年３月１日に運用を開始し、2010
年度の工事・委託業務への全面導入を目指すこととして
いて、導入のスケジュールは下記のとおりと発表されて
います。 
なお、効率的で経済的なシステム導入を検討した結果、

北海道電子自治体プラットフォーム（HARP）基盤上で
提供される複数団体共同利用型のASPサービスを利用し
て導入することとし、このサービスは電子入札コアシス
テムをベースにしたもので、北海道開発局の電子入札に
参加している事業者が所有する認証用ICカードを利用で
きるとのことです。 
 
 
 
 

■ 北海道庁の工事施工情報共有・電子納品保管管理 
北海道庁では2006年度までのCALS/EC実証フィール
ド実験を踏まえ、2007年度から建設部、水産林務部にお
いて運用が開始されていて、導入のスケジュールは下記
のとおりとのことです。 
 
 
 
 
 
 
 
北海道庁における建設分野情報化状況は、以上のとお
り発表されていますが、JACICとしても道内各関係機関
に対し、電子納品、電子入札、入札情報サービス、情報
共有の支援・導入に向け、活動を続けてまいります。 

 
（北海道地方センター長　�島　巧） 

北海道地方の情報化状況レポート 

e-BISCコーナー 

 回　　　答 
利用者登録で「連絡先メールアドレス」として登録したメールアド
レスは利用者登録の「変更」ボタンで変更できます（操作手順は「新
電子入札システム　利用者登録操作マニュアル-受注者編-」の「2.1.5
利用者情報の変更」を参照願います）。 
また、参加申請中の案件がある場合、利用者登録の変更内容が、参
加案件に反映されないため、調達案件一覧画面や入札状況一覧画面
の「企業プロパティ」欄に表示されている「変更」ボタンからの変
更も必要です（操作手順は「新電子入札システム　利用者登録操作
マニュアル-受注者編-」の「4.1.2企業プロパティ変更の流れ」を参照
願います）。 
（　）内に書かれている文字数は、全て全角文字で入力した場合の
文字数です。ただし、半角でも全角でも入力可能です。（　）内に
半角と書かれている項目は、半角のみの入力しかできません。 
 
 
 
 
企業IDや登録した内容を再確認するには、本運用利用者登録メニュ
ーの「変更」ボタンをクリックすることにより、企業IDを含む利用
者登録の内容を確認することができます（操作手順は「国土交通省
電子入札システム（物品・役務）利用者登録操作マニュアル【本運
用・接続確認兼用】－受注者編－」の「2.1.5利用者情報の変更」を
参照願います）。 

質　　　問 
メールアドレスは変更できま
すか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
利用者登録を行なう際、役職、
部署名、商号（連絡先名称）、
連絡先氏名、連絡先住所の欄
に（50文字以内）などと入力
可能な文字数が書かれていま
すが、全角・半角のどちらを
指すのでしょうか。 
本運用利用者登録を実施しま
したが、企業IDや登録した内
容を再確認するにはどうすれ
ばよいですか。 

項　目 
 
 
 
 
 
 
 
 

工事・業務 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

物品・役務 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

JACIC news　平成1９年７月１日発行　第三種郵便物認可 
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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 
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ISO9001

2006年度 2007～2009年度 2010年度予定 

運用開始 段階的に 工事・委託業務 
へ全面的導入 

拡　大 

2006年度まで 2007～2009年度 2010年度 

実証実験 段階的な導入・拡大 

2006年度まで 2007年度 2008年度 

段階的な導入・拡大 

全件 

実証実験 全件 

工事 

委託業務 

電子調達導入スケジュール 

地方便り 
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