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明けましておめでとうございます。 

皆さまには、日頃から当センターの事業に対し、深い

ご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 

私、昨年２月に理事長に就任して以来、環境の変化に

対応すべく、組織改編による業務執行の円滑化、コリンズ・

テクリス再構築による建設情報サービスの向上等に取り

組んでおります。まだ道半ばですが建設情報に関する質

の高いサービスを広く提供できるよう努力して参ります

ので、一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。 

さて、我々公共調達部門に関わる者にとって、取り巻

く社会経済の環境は、ここ数年来で最も厳しい状況下に

あると考えております。 

先ず、建設投資でありますが１0年連続となる政府建設

投資額の削減、民間の不動産投資も景気の減速により低

迷するという厳しい状況にあります。さらに追い打ちを

かけて昨年、米国サブプライムローンに端を発する金融

危機の影響による株安，円高等の景気を下振れさせる懸

念材料があります。 

このような状況下で、中国はもとよりアメリカでさえも、

次期大統領は経済対策に公共事業を加えようとしており

ますが、なぜか我が国ではその気配さえありません。確

かに、道路・河川等国土の根幹を構成する社会資本の整

備は一定の水準に達してはいますが、今後、観光や先端

産業などの諸分野での国際競争力の向上、あるいは、地

球規模の温暖化による異常気象の多発などに対する安全

性の確保を想う時、社会資本の整備はまだまだ十分な整

備水準とは言えず、さらなる投資が必要であります。 

次に、公益法人改革です。公益法人の在り方について

はさまざまな議論がなされてきましたが、昨年12月に、

民法制定以来、100年以上にわたって基本的に変更されて

こなかった公益法人制度の改革が実施されました。これ

により今後５年以内に財団法人は、公益財団法人か一般

財団法人の何れかに移行することになります。このため

当センターにおいても新制度に対応すべく現在、準備中

です。 

いずれに致しましても、当センターが担うべき役割が

今後とも十二分に発揮できる仕組みが確保されるよう最

善の努力をして参ります。 

このように当センターは内・外ともに大変厳しい状況

におかれておりますが、良質な社会資本の整備・管理を

行なう義務を負う国土交通省をはじめとする国・地方の

諸機関等を支援すべく、様々な事業を展開し、もって国

民の安全で快適な生活の実現に寄与したいと考えており

ます。 

具体的に申し上げますと、JACICが有する「イノベー

ション」推進の重要なツールである情報通信技術（ICT）

を駆使して、社会資本の調査・計画・設計・施工から維

持管理までのライフサイクル全体を包含する情報共有の

プラットフォームの導入等による事業の効率化やコスト

縮減への寄与であり、さらにまた、ICTのノウハウを活か

して、「情報を交換・利用するための基盤の標準化」「CALS

／ECを活用した情報共有・連携」「地理空間情報の共有と

利活用の推進」など多岐に渡って、国土交通省の所管業

務等を補完・支援して行くことであります。JACICのIは

インフォメーションのIですが、より高度な情報サービス

であるインテリジェンスのIへと高めてまいります。 

本年も建設分野でのICTによるイノベーションを推進し、

活動の成果が国民のより安全で、より効率的で、より快

適な生活環境の実現に役立つよう努めて参ります。何卒

よろしくお願い申し上げます。 

 

新年のご挨拶 
 

 
 
　　　　理事長　門 松　  武 
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２００９.１月号 

 

JACICの平成20年の５大ニュースを紹介します。 

 

（1）企画競争時代に対応した組織改正行う 

平成20年度から本格的な企画競争の時代に入りま

した。このような状況の変化を受け当センターにお

きましても対応すべく、組織改正（経営企画部、シ

ステム運用部の設置）を行うなど体制を整備し、研

究開発等で蓄積してきた建設情報に関する技術や業

務経験を総動員し、この競争時代に勝ち抜き、引き

続き行政をご支援していきます。 

平成21年は平成20年の経験をベースにPDCA（Plan 

Do　Check　Act）サイクルをフル回転させ、上向

きスパイラルを目指します。 

 

（2）e-BISCセンター「ISMS認証」取得 

電子入札施設管理センター（e-BISCセンター）は

平成20年２月19日、情報セキュリティマネジメント

システム（I SMS）に関する国際規格である

「ISO/IEC27001:2005」の適合性評価制度による認

証を受けました。 

認証取得は、情報セキュリティ対策が技術のみな

らず人的にも組織の総力を持って実施、かつ継続的

な取り組みが確立していることが評価されました。

　電子入札システム運用業務全般において「機密性」、

「完全性」、「可用性」の確保のため、情報セキュ

リティマネジメントを進め、情報セキュリティイン

シデントの予防と継続的な情報セキュリティの向上

に努め、利用者からより信頼されるシステムの運用

管理に努めていきます。 

 

（3）Web版積算システムの本格導入 

平成18年10月に完成し、普及活動を続けてきた「Web

版積算システム」については、３機関に導入して頂き、

本格稼働を開始しました。この積算システムは、OS

やミドルウェアに拘束されることなく、機能拡張及

び維持保守が容易に行えるJava技術を用いているの

が特徴です。 

併せて、標準化し、仕様公開した「XML形式土木

積算基準データ」も、６機関で採用して頂き、新た

な時代への取り組みを本格化しました。今後も、

更に普及活動を行い積算業務の省力化、コストの

低減、及び運用管理の合理化への支援を続けてい

くこととしています。 

 

（4）標準化委員会名称変更で新たなスタート 

平成20年6月の「第17回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）」において、

委員会名称が「社会基盤情報標準化委員会」に変

更されました。 

委員会ではこれまでもライフサイクル全体の情

報連携を目指して活動を推進してきましたが、建

設の名称が施工フェーズ主体との誤解が生じる可

能性があることと、今後は特にインフラストック

の効率的なアセットマネジメントに資する標準化

が重要となるとの認識から、委員会のスコープで

ある社会基盤のライフサイクル全般にわたり、共有・

交換される情報を対象としているということを名

称変更により明確化しました。 

JACICでは新名称の委員会により、次世代を見

すえた標準化に取り組んでまいります。 

 

（5）コリンズ・テクリスの新システムのリリース延期 

Web方式による利便性の向上を目指した新しい

コリンズ・テクリスシステムの開発が進んでいます。

新システムのうち登録システムについては昨年6月

のリリース予定が延期されており、現在、システ

ムの安定化を図るとともに、以下のようなメリッ

トを持つシステムとして、リリース準備が進んで

います。 

① Web方式による利便性の向上 

② 発注者確認によるデータの正確性の向上 

③ 「利用責任者」設定による企業内データの一元

管理 

④ 企業の自社データの閲覧・ダウンロードが可能 

なお、新しいシステム移行後は、ＦＤ登録は終

了する予定です。 

 

（総務部　次長　河上　貞） 

平成20年　5大ニュース 

ニュースと解説 
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1．はじめに 

国土交通省では発注者支援業務の契約方式の見直しを

図ってきており、コリンズ・テクリスセンターでもこう

した動きを受け、テクリスに発注者支援業務の業務キー

ワードを登録・検索できる機能を追加しました。今後、

発注者支援業務の入札・契約手続きにおいて、登録企業

及び発注機関による一層のテクリスの活用が期待されま

す。 

 

2．発注者支援業務の業務キーワードの追加 

（1）発注者支援業務の業務キーワード 

発注者支援業務に関する26の業務キーワードは以下の

表のとおりです。これらの業務キーワードは「01河川、

砂防及び海岸」、「04道路」、「10造園」、「16施工計画、

施工設備及び積算」、「31建設電気通信」及び「35情報」

の６つの部門のうち、該当する部門の中に整備されてい

ます。部門別の業務キーワードについては 

JACICホームページの 

http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/pdf/20081023_05.pdf

をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）経緯 

① 平成20年10月29日 

発注者支援業務の業務キーワードを追加したテクリス

入力システムVer4 のアップデート用サービスパックを

リリース 

② 平成20年10月30日 

発注者支援業務の業務キーワードを登録受付開始 

③ 平成20年11月10日 

　検索利用開始 

 

3．発注者支援業務のテクリス登録・検索 

(1) 登録企業 

登録企業においては、テクリス入力システムVer4を

既にインストールしているパソコンに、発注支援業務

の業務キーワードを追加したテクリス入力システム

Ver4のアップデート用サービスパックをインストール

してください。発注者支援業務の業務キーワードが追

加されます。詳細は、JACICホームページの 

http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/inputv4sp411.html 

をご参照ください。 

発注者支援業務の登録にあたっては、「主な業務の

内容」、「業務分野コード」及び「業務キーワード」の

選択で注意する点があります。以下のとおりです。 

① 「主な業務の内容」は、「その他」を選択。 

② 「業務分野コード」は、発注者支援業務の業務キー

ワードに対応するコード（最大3つまで）を選択。 

③ 「業務キーワード」は、受注した発注者支援業務を

表現する業務キーワードを最低3つ（最大５つまで）

選択。 

入力方法の詳細についてはJACICホームページの 

http://www.ct.jacic.or.jp/tecris/pdf/20081023_06.pdf

をご参照ください。 

 

（2）発注機関 

発注機関においては、テクリス検索システムで発注

者支援業務の業務キーワードを検索条件にして検索す

ることができます。 

 

＜発注者支援業務等とは＞ 

建設コンサルタント業務又は役務として発注する道路・

河川の管理、積算や工事監督の補助等の業務。 

 

※ 今回、「用地事務補助」は対象外です。 

　 

（コリンズ・テクリスセンター　参事　原田隆弘） 

２００９.１月号 

発注者支援業務のテクリス登録・検索の開始 
 

河川巡視支援 

河川許認可審査支援 

水文観測所点検支援 

ダム排水機場管理支援 

水質・流量観測支援 

道路巡回 

道路許認可審査・指導 

積算技術 

技術審査 

品質検査 

工事管理 

施工プロセス確認 

調査計画資料作成 

広報施設管理運営 

砂防施設管理支援 

堰管理支援 

道路情報管理支援 

電気通信運営管理 

国営公園管理支援 

橋梁点検 

防災点検 

行政情報システム保守 

発注者支援業務等 

公物管理補助 

発注者支援 

行政事務補助 

発注者支援業務の業務キーワード 
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２００９.１月号 

ISO釜山（韓国）国際会議 
－ISO TC184/SC4/WG/T22－ 

1．概要 

ISO TC184/SC4国際会議が11月２日から６日の５日間、

韓国の釜山で開催されました。ISO TC184/SC4国際会

議は、様々な製造業分野での製品データモデルの国際標

準規格を審議する会議で、通称STEP国際会議と呼ばれ

ています。JACICでは、平成11年よりISO TC184/SC4

の中のT22に継続的に参加し、建設分野の国際的な標準

化動向の情報収集や各国間の仕様調整、既存規格の改訂

等に関して活動してきました。 

 

2．会議目的 

このたび開催された釜山会議には、T22の座長である

千葉工業大学の寺井准教授のもと、JACICのCALS/EC

部電子納品室より、池田室長、水田主任研究員が参加し

ました。今回の会議では、一昨年、韓国から提案され、

昨年７月にWDが作成されたAP241（Generic model for 

lifecycle support for AEC facilities）に関して、集中的

な議論を行いました。AP241とは、プロダクト、リソー

ス、プロセス及びコントロールを対象とした一般的なモ

デルで、応用システムによりAEC施設の形状、特性及び

空間の構成に関する情報を関係者間で管理・共有するこ

とを目指すものです。AEC施設の形状、特性及び空間の

構成情報は、設計、計画、建設、管理及び保守を含むラ

イフサイクルのすべての段階で利用することを想定して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．会議内容 

今回の会議では、AP241に関する議論に集中すること

とし、AP241のCD完成に向けて、現在のドキュメント

の内容を詳細に確認し、修正すべき箇所を整理しました。

会議後半では、AP241に関連する他のチームや団体の取

り組み状況についての発表が行われ、STEPとリエゾン（連

携）関係にあるIAIでは、IFCのIS化に向けNWIPがNWI

になったことなど、IFC2x4のIS化への取り組み状況が

報告されました。T25のLeo van Ruijven氏からは、デ

ータとデータを関連づけるために用いるGellishモデル

の説明が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．今後の予定 

これまで、年３回開催されていたSTEP会議は今年

度より年２回となり、次回は、５月17日～22日にカナ

ダのバンクーバー島で開催される予定です。 

 

（略語の正規表現およびその概略） 

ISO/TC184 SC4：製造業分野での製品データモデルの

国際標準規格を審議する会議 

STEP（STandard for the Exchange of Product data 

model：ISO10303規格群）：製品データの交換と共

有化の標準モデル 

T22（Team22）：Building & Constructionを扱うチーム 

T25（Team25）：Oil,Gas,Process & Powerを扱うチーム 

AP241（Generic model for lifecycle support for AEC 

facilities）：プロダクト、リソース、プロセス及びコ

ントロールを対象とした一般的なモデル 

AEC（Architecture, Engineering and Construction）：

建築、工学、建設などの産業全体を指す 

IAI（International Alliance for Interoperability）：建

物のライフサイクルを通して、情報の共有化、相互

運用を目的とするIFCの策定、普及に取り組んでい

る国際組織 

IFC（Industry Foundation Classes）：IAIが定義する

建物を構成する全てのオブジェクトのシステム的な

表現方法の仕様（IFC2x4は、IFCの現最新バージョン） 

NWIP（New Work Item Proposal）：新規提案 

NWI（New Work Item）：新作業項目 

WD（Working Draft）：作業原案 

CD（Committee Draft）：委員会原案 

IS（International Standard）：国際規格 

（CALS/EC部　主任研究員　水田雅邦） 

ライフサイクルにおけるデータ利活用支援のあるべき姿 
  　（出展：KyungHee大学 Inhan Kim教授より提供） 

会議風景 

－4－



２００９.１月号 

「CALS/EC MESSE 2009」開催のご案内 

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」と題し、CALS/ECシ

ンポジウムや各種セミナー、最新技術・製品を一堂に集

めた「CALS/EC MESSE 2009」を開催いたします。 

・開催日：平成21年１月22日（木）、23日（金） 

・開催場所：TFTホール（東京・有明） 

・後援：国土交通省 

第８回目を迎えた今回は、新たな企画として「受注者

のための電子納品新要領・新基準対応セミナー」を加え、

一層の内容充実を図り、皆様のご来場をお待ちしており

ます。 

【展示会】　　　　　　　　　       1月22日・23日 

■CALS/EC体験ゾーン（主催者展示ゾーン） 

■建設ICT&CALS/ECソリューション展示ゾーン 

国、地方公共団体及び建設関連業者向けのICTに関す

る最新製品並びにCALS/ECソリューションを主要企業

や関連団体が展示するゾーン 

【セミナー】　　　　　　　　　     1月22日・23日 

■発注者先進／導入事例セミナー（3講座） 

発注者における先進的なICT活用事例や研究事例、効

果的事例を紹介するセミナー 

【講師】国土交通省 国土技術政策総合研究所、 

　　　  長野県、新潟県 

■受注者のための電子納品新要領・新基準対応セミナー 

 （2講座）【新企画】 

この１年間に改訂された電子納品に係る要領・基準

類に関する内容を解説するセミナー 

【講師】JACIC 

■実務者セミナー（6講座） 

現場実務者に役立つ情報を提供するセミナー 

【講師】（社）日本土木工業協会、（社）日本建設機械化

協会、（社）建設コンサルタンツ協会、（社）全

国地質調査業協会連合会、国土交通省 国土

技術政策総合研究所、国土交通省 国土地理

院 

■CALS/EC入門セミナー（3講座） 

CALS/ECの市町村への展開を考慮して企画する

CALS/EC初心者向けセミナー 

【講師】JACIC、SCOPE 

■テクニカルフォーラム（7講座） 

出展社による製品・システムの解説やユーザ事例を

紹介するセミナー 

※各講座のタイトル・時間等はホームページをご覧下さい。 

【CALS/EC シンポジウム】　  1月22日13：00～16：00 

ICTを活用した個々の取り組みが可能性から現実へ

と進みつつある今、それらの総合的な活用による建設

生産システムの改革が期待されることから、「建設

ICTによる建設生産システムの変革―可能性から現実

へ―」と題してパネルディスカッションを行います。（定

員：400名） 

【来賓挨拶】 

国土交通省 大臣官房技術総括審議官 中尾成邦氏 

【基調講演】 

国土交通省 大臣官房技術調査課長 前川秀和氏 

【パネルディスカッション】 

≪コーディネーター≫ 

日本大学 理工学部 土木工学科 教授  島崎敏一氏 

≪パネリスト≫ 

国土交通省 大臣官房技術調査課 建設技術調整官 石原康弘氏 

東京都 下水道局施設管理部 管路管理課  松延隆志氏 

セントラルコンサルタント㈱ 常務取締役 東北支社長 木村昭博氏 

㈱大林組 東京本社 土木本部 生産技術本部 基盤技術部 上席技師 古屋　弘氏 

前田建設工業㈱ TPMプロジェクト推進室 室長 三島徹也氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

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 

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

             http://www.scopenet.or.jp/cals/ 

                

※CALS/ECシンポジウムは建設系CPD協議会のCPD

プログラムです。 

 

（CALS/EC部　主任研究員　板橋 友彦） 

CALS/ECコーナー 

CALS/ECシンポジウムの様子（CALS/EC MESSE 2008より） 
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２００９.１月号 

近年、情報漏洩対策ツールやシステム等を多くの企業

が導入しているのは、周知の通りです。 

情報漏洩を防止する手段として大まかにまとめますと

以下のようになります。 

（1）ユーザ認証：IDとパスワード等により本人認証を

行う。（2）メールの監視：送信記録や添付ファイルを監

視する。（3）操作証跡の調査：操作履歴やアクセス履歴

を調査する。（4）不正操作の監視：禁止フォルダへのア

クセス等の不正な操作を監視する。（5）未登録パソコン

の監視：未登録や不正なパソコンを社内ネットワークに

繋ぐことを監視する。（6）ネットワークの監視：ネット

ワークの接続状況や流れているパケット等を監視する。

（7）盗難防止対策：ファイルの持ち出しや複製の禁止、

パソコンの施錠等を行う。（8）暗号化対策：ファイルや

ディスク等の暗号化を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように情報漏洩を防止する手段は、何通りかあり

ますが、まず媒体からの流出を防ぐために、個人ユーザ

が簡単にできる暗号化対策をご紹介します。 

 

1．ファイルやディスクの暗号化対策 

一番多く利用されていると思われるUSBメモリや外付

けハードディスク等の外部媒体につきましては、できる

だけ暗号化できる製品を選択し、その機能を活用するこ

とです。 

次にPCですが、ファイル単位の暗号化とディスク全

体の暗号化があります。フォルダやファイル単位の暗号

化では、Windows2000/XPの標準機能であるEFS（Encryption 

File System）を利用して暗号化を行うことができます。

（図2） 

ディスク全体の暗号化は、紛失時などは安心ですが、

何らかの原因で認証ができなくなってしまうと、暗号

化の解除もできなくなり、ディスク全体のデータを失

うことになる可能性もあるので注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．メールの暗号化対策 

メールの場合は、OutlookやOutlook Express等メー

ルソフトが対応していれば、S/MIMEやPGPを利用し

て本文を簡単に暗号化することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　◇　　　◇　　　◇ 

このように簡単な暗号化を行うだけでも、情報漏洩

を防ぐ一つの対策となるのです。 

次回は、情報漏洩対策の続きを解説します。 

 

 （システム高度化研究部　主任研究員　足田安司） 

情報セキュリティ（3） 
～　情報漏洩　～ 

図１　 情報漏洩を防止する手段 

図３　PGPで暗号化された本文と復号化した本文 

図２　 Windows2000/XPで暗号化（NTFSパーティション） 

暗号文 

複号文 

連載 
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　関東地方センターは首都東京を中心とした１都８県４
政令都市を担当地域として、JACIC本部と同一場所で本
部と調整しながら進めております。 
　関東地方センターから４月以降の主な地域情報を紹介
します。 
1．テクリス検索説明会開催 
立川市職員の方へ説明会を実施しました。特にテクリ

スの検索方法や企業からの相談が多くある発注者のカル
テ確認について重点的に解説しました。職員の方には熱
心に聴いていただきました。 
開催日：平成20年７月14日（月）　14時～16時 
開催地：立川市役所 
参加者：立川市職員39名、八王子市２名 

2．平20年度関東地方ブロックコアユーザ会議開催 
開催日：平成20年７月28日（月）　14時～16時 
開催地：新宿マインズタワー15F 

ユーザ会員14団体27名、オブザーバー、事務局含め34
名が参加し、事前アンケートに基づく質問・回答を中心
に活発な意見交換の場となりました。 
議題等　　1）システム開発・稼働状況報告 
　　　　　2）討議・質問事項に関するアンケート結果 
　　　　　3）コンソーシアム事務局からのお知らせ 
3．コリンズ・テクリス検索システム利用機関状況 
下表に示します。 

関東甲信版 

JACICより提供している自治体版標準土木積算システ

ムに関して、全国のシステムユーザー担当者とJACIC（建

設コスト研究部）により、システム運用や要望事項、そ

の他関連業務の意見交換を目的とした担当者会議を年１

回実施しております。 

今年度の会議は10月17日に開催され、平成10年に第１

回会議が実施されて以来第11回目の開催であり、会議に

は計31名が参加されました。 

会議はまず自治体版積算システムに対する要望に関し

て議論を行ない、事前に積算システムユーザーの間で取

りまとめていた要望事項に対して、JACICからの回答を

報告しました。 

ご要望の内容は現行C/S版システム及び新システムで

あるWeb版システムの運用方法、性能強化、新機能追加

要望等多岐にわたり、それぞれの案件に対して各システ

ムユーザーよりご意見を頂き、今後の方針を定める指針

となりました。 

続いてJACICからの情報提供として、現在取り組んで

いる事業の紹介等を次の通り行ないました。 

1．CALS/EC最新動向の紹介 
CALS/ECの現状と普及状況、今後の取り組み等につ

いて、CALS/EC部の担当者より紹介されました。 

2．単品スライド状況の報告 
今年度発表された単品スライド適用について、自治体

版標準土木積算システムでの対応方針を説明しました。 

3．Web版土木積算システム機器構成の紹介 
順次移行が進んでいるWeb版土木積算システムを導入

するために必要な機器の紹介を行ないました。 

 

本会議において各ユーザー、JACICそれぞれの立場か

ら活発な意見交換が行なわれ互いの理解を深める事がで

きました。建設コスト研究部としましては今回頂いたご

意見を踏まえ、今後の積算システム開発・運用、各種事

業に活用させて頂く所存です。 

 

（建設コスト研究部　研究員　井之上広人） 

全国自治体版標準土木積算システム担当者会議開催報告 

２００９.１月号 

地方便り 

JACIC便り 

立川テクリス検索説明会状況 

コリンズ  （JCIS含） 関東圏 テクリス コ／テ利用機関数① 都県別市町村数② 利用率①/②（%） 

茨城県 
栃木県 
群馬県 
埼玉県 
千葉県 
東京都 
（共同利用） 
神奈川県 
（共同利用） 
山梨県 
長野県 
      計 

１県15市2町1村 
１県8市１町 
１県6市2町1村 
１県40市29町 
１県16市 
１都15区7市 
22区25市4町2村 
１県5市 
１6市11町１村 
１県4市1町 
１県11市2町 
１都8県23区144市52町6村 

１県5市1村 
１県5市１町 
1県5市１町 
１県7市1町 
１県9市 
１都3区4市 
 
１県１市 
16市11町1村 
１県１市１町 
１県4市 
１都8県3区55市15町2村 

18 
9 
9 

JCIS一括含       70 
16 
22 
32 
5 
26 
5 
13 
225 
 

44 
31 
38 
70 
56 
62 
 

33 
 
28 
81 
443

40.9 
29.0 
10.5 
100.0 
28.6 

87.1 
 

93.9 
 

17.9 
14.8 
50.8

関東管内　地方公共団体利用状況（コリンズ・テクリス/JCIS） 

20.11.01現在 ※1．利用機関数とは市区町村機関数   ※2.（共同利用）については単独利用区市との重複を除く 

（関東地方センター　参事　男澤和博） 
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２００９.１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１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を紹介します。　

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 

JACICでは、平成10年度から情報技術を活用し建設マ

ネジメント技術の向上に資するような「建設分野の情報

化の企画・提案・標準化に関する研究」や「建設分野の

各種業務の情報化に関する研究」を行う研究者を対象と

して研究助成を行っております。 

平成20年11月11日（火）はあといん乃木坂（東京都港

区南青山1-24-4）で第６回研究助成事業成果報告会を開

催致しました。本報告会は、平成19年度研究助成事業12

件の内11件について報告をお願い致しました。 

GIS関連では、５人の方から道路景観、危険度評価、

災害情報システム、地理空間情報活用等について、深堀

清隆さんから「GISを用いた道路景観計画支援システム

に関する調査研究」、大塚悟さんから「河道改変履歴を

用いた宅地の地震危険度評価に関する研究」、村山良之

さんから「GISを用いた地形改変地の震災土地条件評価」、

西村雄一郎さんから「位置情報を利用した発災時建設現

場のための災害情報システムの開発・実証実験」、鹿田

正昭さんから「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」について報告がありました。 

地盤情報関連では、渡邊法美さんから「地質リスク分

析のためのデータ収集様式の研究」、村上哲さんから「紙

面地盤情報電子化技術を利用する地盤情報DB構築シス

テムの開発」について報告がありました。 

CAD関連では、小林一郎さんから「相互に影響する

構造物間のトータルデザインへの3D-CADの適用に関す

る実証的研究」、板倉賢一さんから「柔軟な時間管理概

念を導入した４次元GISによる大規模地下開発支援シス

テムの構築」について報告がありました。 

携帯電話を利用した写真では、阿南成一さんから「携

帯電話を利用したオンライン工事記録写真自動整理シス

テムの業務モデル標準化に関する調査研究」について報

告がありました。 

公物の管理では、石川徹さんから「場所・モノ・事象

に対する共通識別子「Uコード」を用いた、建設分野に

おける公物管理業務の情報化および業務支援システムの

調査研究」について報告がありました。 

報告会の内容は、JACICのホームページで公開してい

ますのでご覧下さい。 

（経営企画部　上席参事　落合清二） 

第6回研究助成事業成果報告会開催報告 

 
回　　　答 

「説明要求」機能より質問することができます。本運用環境に接続後「◎工事・
業務（◎物品・業務）」をクリック。「利用者登録/電子入札」選択画面で調達
機関を選択し「電子入札システム」をクリック。画面上メニューの「説明要求」
をクリックし、PIN認証後に調達案件検索画面で検索条件を設定後、画面左メ
ニューの「入札説明書・案件内容」「参加資格なし/非指名/非選定/非特定の
理由請求」「非落札者理由請求」の何れかを質問内容に合わせて選択し、表
示された案件に対して質問を登録してください。 
「検索年月」は案件の公告日/公示日を指しています。案件を検索する場合は、
該当案件の公告日/公示日を含むように日付を設定してください。公告日/公
示日は調達案件一覧画面または入札状況一覧画面において、案件名称をクリ
ックすると表示される調達案件概要画面であらかじめご確認ください。 
　入札説明書・案件内容に対する説明請求は、開札日時まで実施可能です。 
「参加資格なし/非指名/非選定/非特定」の理由請求は、証明書（提案書）等
審査結果通知書発行日の翌日から30日間可能です。 
【物品・役務】の場合、調達案件情報画面に「入札説明書説明請求期限」の
項目はありません。 

質　　　問 
　案件に対しての質問は、
どこから行うのでしょう
か。 
 
 
 
 
「説明要求」機能の調達
案件検索画面にある「検
索年月」とは何の日付を
指すのですか。 
「説明要求」機能で質問
を行なえる期限はいつま
でですか。 

項　目 
 
 
 
 

工事・業務 
物品・役務 
共通 
 
 
 
 
 
 

物品・役務 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 
 

登録部門：電子入札施設管理センター 
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