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1．はじめに 

最近「クラウドコンピューティング」という言葉がよ

く聞かれるようになりました。ブロードバンドとインタ

ーネットの普及を背景に、ブラウザさえあれば、アプリ

ケーションもデータもネットの向こう側でサービスして

くれる、あたかも仮想的な高性能コンピュータがいつでも、

どこでも利用できるような環境が期待されています。 

CALSの取り組みを1980年代後半から始めていた米国

国防総省（DoD）では、2003年に「システム中心の工業

時代」から「ネット中心の情報時代」への移行を宣言し、

情報とサービスの分散管理を前提としたデータ流通のア

ーキテクチャを構築しています。 

JACICでは、2006年にメタデータレジストリを運用し

ている機関を中心に調査を行いましたが、さらに次世代

の情報流通・利用環境のトレンドを探るため、2009年4月

に再び米国調査を行いました。米国では発足したばかり

のオバマ政権が「透明性」をキーワードとして掲げ、

「recovery.gov」のサイトで経済再建のプロジェクトや

支出、創出された雇用などを全て公開するなど、行政情

報の積極的な開示が進行していたところでした。 

建設CALS整備基本構想の目標年度である2010年が間

近に迫っている今、蓄積された電子データの価値をネッ

トを介して最大限に活かす米国の取り組みは、CALSの

先のビジョンとしても大変参考になるものと思われます。 

 

2．調査の概要 

2.1　調査時期と調査対象機関 

４月27日（月）から29日（水）の３日間で、下記の６

機関を調査しました。 

・DISA（Defense Information Systems Agency） 

・NIST（National Institutes of Standards and Technology） 

・DHS（Department of Homeland Security） 

・NCOIC（Network Centric Operations Industry Consortium） 

・EPA（Environment Protection Agency） 

2.2　調査団 

堀内一東京国際大学教授に調査団長をお願いし、

JACICから坪香伸理事他2名、調査補助２名の計６名で調

査を行いました。 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．米国政府の情報政策 

今回の調査の最後に、EPAのCIOであるBrand Niemann

氏から、政府全体の情報政策について講義を受けること

ができました。 

オバマ大統領は、就任直後の１月21日の大統領メモで、

連邦政府の情報政策に関して「透明性・参加型・協働」

の３原則を掲げ、連邦政府が所有する行政データを、で

きるだけ再利用可能な生データの形で公開する方針を出

しています。調査時点では未開設でしたが、５月21日か

ら情報公開用の12のサイトが開設されました。特に

「data.gov」のサイトでは、データ管理のためのメタデ

ータが統一的に付与され、データ要素辞書、用語辞書な

ども整備され、カテゴリ別、機関別にデータを検索、ダ

ウンロードできます。 

行政情報には機密もあることから、もちろん全ての情

報が公開されるわけではありませんが、公開・非公開の

区分を明確にし、公開できる情報は積極的に利用させよ

うとする姿勢は学ぶべき点が多いと思います。 

 

データ流通基盤技術に関する米国調査 

ニュースと解説 

国立標準技術研究所（NIST）にて 
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２００９.９月号 

 

4．ネットセントリック戦略とGIG 

DoDでは、トップダウンの厳格な標準に基づく大規模

なシステムの拡張を重ねるだけでは、高度化し変化する

ニーズに対応できないだけでなく、システムの更新や管

理自体の負荷にも対応できなくなることから、ネットワ

ークを介した分散管理によるデータ重視の情報共有へと

情報戦略をシフトさせてきました。 

このネットセントリック戦略を具体化する装置がGIG 

(Global Information Grid)と呼ばれる概念で、通信網、

セキュリティ、データ、アプリケーションなどを共通の

インタフェースで、サービスとして提供するものです。

GIGでは、データの管理者、アプリケーションの処理提

供者、利用者はそれぞれ別々であり、ネット上をデータ

が流れることで、情報共有を達成する、開かれた構成で

あるため、多様なアプリケーションの要求をデータが満

たすためには、データがXMLで記述されていること、

仕様が適切であることと、仕様の情報が閲覧可能である

ことが特に重要です。このため、GIGの中核に複数のレ

ジストリやレポジトリと呼ばれる、データ仕様や技術情

報の管理サーバが用意されています。 

 

5．パッケージ化 

GIGは技術の急速な進展や要求の多様化に対応できる

柔軟さを持っていますが、逆に決まりごとが少ないため

開発に要する時間が長くなる可能性があります。そこで、

いろいろなレベルでの仕様開発のノウハウをパッケージ

化して共有することで、効率化を図る取り組みが進めら

れています。 

GIGのキー・インタフェースやサービスの実装の特徴

をレシピカードで記述したものや、GIGに沿った設計思

想を規定したDoDAFと呼ばれる基準が作られています。

DoDAFでは、実データ体系、構造化されたメタデータ、

メタデータカタログ発見ツールの３つから構成されるデ

ータ資源に対し、オペレーショナルビュー、システムビ

ュー、テクニカルビュー及びオールビューの観点からの

係わり方と、対応する成果物を定義することで、システ

ム間の連携の枠組みを示します。 

また、9.11を契機に米国本土の危機管理に係る連邦機

関を統合して組織された国土安全保障省（DHS）では、

テロリストに関する個人情報だけでも、多数の州政府や

地方機関など、組織横断的な情報共有が不可欠です。こ

のため、NIEMと呼ばれる情報交換標準が開発され、

連邦政府機関や州政府で広く利用されています。

NIEMでは、XMLスキーマ、スタイルシート、スキー

マ定義書、ユースケース図、ビジネスルール、実装ル

ールなどをパッケージ化して情報交換しています。 

 

6．官民共同コンソーシアム 

ネットセントリック戦略をサポートするために、民

間主導でNCOICという官民共同コンソーシアムが活動

しています。そこでは、市販ソフトや政府機関が開発

した公開ソフトなどについて、ネットセントリックに

おける相互運用性、安定性、セキュリティなどを評価し、

合格したものに番号を振って、ロゴの使用を認めるな

どの活動を行っています。 

 

7．ネットワークセキュリティ 

NISTでは、主にインターネットセキュリティに関す

る最新動向を調査しました。 

ネットセントリック戦略の基盤であるネットワーク

については、「なりすまし」などの脅威が増大しており、

新たな制度による対策が必要となってきています。具

体的には、各ドメインのルートに対して信頼性のある

鍵を構築し、各階層では一段上位の階層に信頼性を確

認するというセキュリティフローをとることで、全て

のDNSゾーンで署名と証明の鍵を信頼できるようにな

ります。米国ではすでに「.gov」を持つ全てのドメイ

ンについて、この方式が適用されています。 

 

8．おわりに 

今回の調査の報告書は、以下のサイトからダウンロ

ードできます。 

http://www.jacic.or.jp/hyojun/library.html 

また、以下のウエブセミナーでも関連情報が見られ

ます。ご参照ください。 

http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/ 

（標準部　部長　秋山実） 
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社会基盤情報標準化セミナーは、社会基盤情報標準化

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回東京と地方大都市で開催し

てきましたが、今年度は9月に第1回を仙台で開催し、2

回目を10月に大阪で開催します。 

講演内容は、国土交通省が進めるCALS/ECアクショ

ンプログラム2008の考え方、CALS/ECと高知県のシス

テムについて、標準化委員会の活動報告、工事情報共

有システムについて、情報化施工と三次元データの可

能性と五つの講演を予定しております。 

社会基盤情報の標準化、CALS/EC等に関心のある皆

様のご参加をお待ちしております。 

２００９.９月号 

社会基盤情報標準化セミナー2009大阪開催のご案内  

記 

 

○日　時：平成21年10月23日（金）13：00～16：40 

○場　所：大阪国際会議場【グランキューブ大阪】（大阪市北区中之島5-3-51） 

○参加費：無料（定員150名） 

○対象者：建設行政担当者、建設業界関係者等 

○申　込：FAX（03-3505-1610）またはJACICのホームページ上で 

　　　　　　http://www.jacic.or.jp/hyojun/event_2009.html 

※本セミナーは「測量CPD」、「土木学会CPD」プログラムとして認定済みです。 

プログラム（予定） 

時　間 

 

13：00～13：10 

 

 

13：10～13：50 

 

 

13：50～14：30 

 

14：30～14：50 

 

14：50～15：20 

 

 

15：20～15：50 

 

 

15：50～16：20 

 

16：20～16：30 

 

16：30～16：40

講　師 

 

（財）日本建設情報総合センター 

　　　　　　　理事長　　門松　武 

 

国土技術政策総合研究所 高度情報化研究セン

ター 情報基盤研究室 

　　　　　　　　室長　　遠藤和重 

 

高知工科大学 

　　　　　　　　教授　　那須清吾 

 

 

 

（財）日本建設情報総合センター 

　　審議役兼標準部長　　秋山　実 

 

（財）日本建設情報総合センター 

　　　 CALS/EC部長　　奥谷　正 

 

㈱大林組生産技術本部 

　　　　　　上席技師　　古屋　弘 

 

 

 

（財）日本建設情報総合センター 

　　審議役兼標準部長　　秋山　実 

内　容 

 

開会挨拶 

 

 

CALS/EC　アクションプログラム2008の考え

方と将来展望 

 

国土交通省CALS/ECと高知県のシステム 

 

 

 

 

標準化委員会の活動と未来への提案 

 

 

工事情報共有システムの展開について 

 

情報化施工の展開と 

　　　　　　　三次元データの可能性 

 

質 疑 応 答 

 

閉会挨拶 

休    憩 

（標準部　主任研究員　勝部義生） 

JACIC便り 
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（財）日本建設情報総合センターでは、平成10年度から

財団の事業目的に合致した研究企画を対象に研究助成事

業を行っています。平成21年度の研究助成は、応募期限

の６月30日までに34件のご応募をいただきました。審査

会は、学識経験者を含めた委員により７月23日に開催し

11件を対象に研究助成を実施することを決定しました。 

審査会（伊理正夫、大橋正和、月尾嘉男、門松　武、

梅原芳雄、坪香　伸） 

（経営企画部　上席参事　落合清二） 

平成21年度（財）日本建設情報総合センター研究助成決定 

２００９.９月号 

注：NO.1、NO.２については昨年からの継続研究です。 

テ　ー　マ　名 
 

地域保全対策情報の提供を目指した時空間測量

によるウイークポイントマッピング 

 

LCI分析へのGISデータの利用による建設分野に

おける最適地域環境戦略の探索 

 

レーザースキャナーによる地下構造物のプロダ

クトデータモデル構築とその設計・施工・維持

管理への適用に関する研究 

 

OpenGLを用いた3次元グラフィックスアプリケ

ーションの研究開発 

 

RC造躯体工事を対象とした3次元設計と測量技

術に関する研究 

 

３D-CADおよびVRによる文化財建造物の復元・

再生活用支援 

 

情報爆発時代における入札情報公開に対応する

Webマイニング技術による入札情報検索システ

ムに関する研究 

 

事前評価支援を目的とした植生圏に関する空間

的分析システムの構築 

 

GISを用いた現地計測と領域気候モデルの飛来塩

分予測の統合化による耐候性鋼橋梁の腐食環境

評価マップの作成 

 

オープンソースGISを用いた地表・地下情報の作

成・表示手法及びデータベース化に関する調査

研究 

 

WEB技術を用いた伝達地区における歴史的価値

の創出に関する研究 

平成21年度研究助成対象者（敬称略） 
 

信州大学　工学部　土木工学科 

　　　　　　　　　　　准教授　大上俊之 

 

東京理科大学　理工学部　建築学科 

　　　　　　　　　　　准教授　兼松　学 

 

室蘭工業大学大学院　工学研究科 

　　　　　　　　　　　　教授　板倉賢一 

 

関西大学　総合情報学部　関西大学先端科学

技術推進機構 

　　　　　　　　　　　　教授　田中成典 

早稲田大学　理工学術院 

　　　　　　　　　　　　教授　嘉納成男 

 

芝浦工業大学　工学部　建築工学科 

　　　　　　　　　　　　教授　渡辺洋子 

 

（株）栗本鐵工所 

　　　　　　　　　　　　　　　小俣尚泰 

 
 

摂南大学 工学部　都市環境システム工学科 

　　　　　　　　　　准教授　熊谷樹一郎 

 

松江工業高等専門学校　環境・建設工学科 

　　　　　　　　　　　准教授　広瀬　望 

 

 

関西大学　総合情報学部 

　　　　　　　　　　　　教授　伊藤俊秀 

 

金沢大学　理工学域環境デザイン学系 

　　　　　　　　　　　　教授　川上光彦 

No. 
 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11
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２００９.９月号 

 

 

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 

埼玉大学大学院理工学研究科 

教授　窪田陽一 

  

本研究では道路における広域景観マネジメントを支援

するための景観評価の方法と、評価情報を踏まえた景観

整備方針を立案するための方法論を整備しその考え方を

踏まえた景観GISを構築したものである。従来、道路の景

観整備については、景観デザインの立場から、個別の課

題についてデザインのノウハウを体系的に示したデザイ

ンガイドライン等が数多く整備されてきた。一方、特定

の道路区間に対して、現状評価から景観計画に至る一貫

したプロセスをどうすべきかについては、十分検討され

てこなかった。景観法の制定後、道路の比較的長大な区

間が景観重要道路として指定されることが今後期待される。

その際、マスタープランレベルから具体的な方策を規定

したアクションプランまでの戦略的な景観計画を立案す

る上で、どのような景観情報を収集・分析すべきであるか、

また対象路線の現状や潜在的ポテンシャルを踏まえ、ど

のような優先順位で何を計画案に盛り込むか、は重要な

課題である。本研究は、こうした課題について、景観評

価の情報整備のあり方を示し、得られた評価情報から、

景観整備方針や適切な景観整備方策を選定する方法を整

備した。また日本風景街道に登録された秩父路ルネサン

スのプロジェクトで実施されている現実の景観情報を使

って評価を実施し、景観整備方針や整備手法のあり方を

示した。個別の成果を整理すると以下のとおりである。 

①対象路線の景観現況評価の結果をGISに収録したことで、

様々な観光・景観資源の状況や問題点を抽出できるよう

にした。また各種評価情報を総合化したり、評価した結

果をさらにGIS情報として収録・表示できるようにした。

加えてGISデータとしたことで、常に変化し続ける対象

路線の情報を入力しなおすことで、評価結果を容易に更

新することが可能である。 

②道路景観の評価について、ゾーニングを基本とした区

間評価のあり方を示した。ゾーンとしての景観の質を、

景観資源や問題点の発生数や密度の概念により数値情報

として示すことで、総合的な観点からゾーン間の比較を

できるようにした。 

③景観評価の指標群について、ゾーン内の良好な景観資

源に関わる指標と、ネガティブな問題点に大きく区分し、

評価テーマを設定することで、評価者が必要とする戦略

的な評価を可能にし、さらに整備の優先度に関する考え

方を提示した。 

④従来から整備されてきたデザインガイドライン等から

景観整備方針や景観整備手法を収集し、その手法の適用

条件や適用効果など共通の観点で分類整理し、データベ

ース化した。 

⑤景観評価の指標群による評価結果を評価テーマの観点

から分析するとともに、総合的な分析結果に適合した景

観整備方針や具体的な景観整備手法を選定する方法を示

した。 

今後のシステムの拡張に向けた課題としては、以下の

項目が挙げられる。 

①景観評価指標として、得られた数値が有するインパク

トが理解しにくい。現時点では、対象路線が１つである

ので、ゾーン間の相対的評価により重要区間を割り出す

ことは可能である。しかし評価テーマの設定において、

どの指標地がどの程度であれば、評価テーマに適うのか、

より客観的な根拠を提示する必要がある。 

②景観評価指標は何らかの景観的特性が存在する量に偏

っている。ゾーン単位での総合的な評価であるのでやむ

を得ないが、より本質的な景観体験の意味を取り込むた

めには道路上で視認される景観構図の分析を踏まえた評

価を盛り込む必要がある。 

③景観評価指標のデータから、相応しい景観整備方針や

景観整備手法を見出す際、現時点では、評価指標値の相

対的大小関係と、システムの情報以外の現地の現実の条

件を勘案して行っている。この手法の抽出を完全にシス

テム化することは柔軟かつ適切な整備方針を見出す上で

弊害が多いが、より客観的な方法を整備する必要がある。 

④GISの各種情報のオンライン化が課題である。 

 

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 
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JACICでは、当センターの研究活動等の成果について、

賛助会員の皆様をはじめ関係各位、また広く一般の皆様

を対象に毎年発表会を開催しており、本年は第11回建設

情報研究所発表会として下記のとおり開催いたします。 

つきましては、多くの皆様のご参加をいただきます

ようご案内申し上げます。なお、参加費は無料です。 

（経営企画部　参事　矢田敬） 

先月号に引き続き、コリンズとテクリスの登録件数に

ついて今年（平成21年）５月から７月までの各月分を前

年（平成20年）同月との比較を行った結果を下記のとお

り示します。 

■コリンズ：５月は、国の機関関係分が856件で前年同月

比６%増加、地方公共団体関係分が7,148件で前年同月比

10%増加しています。６月は、国の機関関係分が1,426件

で前年同月比33%増加、地方公共団体関係分が15,712件で

前年同月比43%増加しています。７月の登録件数は、国

の機関関係分が2,180件で前年同月比７%減少、地方公共

団体関係分が22,594件で前年同月比２%減少しています。

（図－1参照） 

■テクリス：５月は、国の機関関係分が1,423件で前年

同月比25%増加、地方公共団体関係分が1,763件で前年

同月比0.6%増加しています。６月は、国の機関関係分

が1,422件で前年同月比42%増加、地方公共団体関係分

が3,257件で前年同月比23%増加しています。７月の登

録件数は、国の機関関係分が1,868件で前年同月比31%

増加、地方公共団体関係分が3,997件で前年同月比３%

減少しています。（図－2参照） 

（経営企画部　部長　前田安信） 

第11回建設情報研究所研究発表会開催のご案内 

コリンズ・テクリスの登録件数に見る最近の公共投資動向 

 記 

　　　　　　　　　　　　　　　 開催日：平成21年10月28日（水）13：00～17：00 

　　　　　　　　　　　　　　　 場　所：ホテルはあといん乃木坂　フルール（Ｂ１Ｆ） 

　今後内容が変更となることもございます。参加申込方法その他詳細につきましてはJACICホームページ 

　（http://www.jacic.or.jp/）をご覧下さい。 

研究課題 

・社会基盤情報の価値を活かすための11の提案 
・データ仕様が見えるサイト（JACIC/LCDMレジストリの公開） 
・情報流通基盤に関する米国の動向について 

・地方公共団体への積算業務支援 

・想定氾濫区域データ変換業務 
・建設副産物関連システムのリプレースについて 
・災害復旧効率化支援システムPhotog-CADの改良及び精度向上手法 

・電子入札コアシステム開発 
・３次元CAD交換標準 

部署名 

標準部 

 

建設コスト研究部 
 
 
システム高度化研究部 
 
 
CALS／EC部 

図－１　コリンズ登録件数前年同月比較（契約額500万円以上） 図－２　テクリス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 
1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9

1.5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9

５月 ６月 ７月 ５月 ６月 ７月 

前
年
同
月
比
 

前
年
同
月
比
 

２００９.９月号 
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四国地方センターは、コリンズ・テクリス関連の登録

および問い合わせへの対応、公共事業に関わる

CALS/ECの普及と支援を行っています。平成20年度の

主な活動と平成21年度の活動予定を紹介します。 

■電子入札コアシステム 

○普及状況 

平成21年７月１日現在、四国管内の県、市町村の電子

入札コアシステムの利用は11団体で、1割程度の普及率

となっています。全国の普及率約3割と比べてかなり低

い現状です。高知県では本年度後半から試行運用がはじ

まり来年度から本格運用を予定しています。 

また市町村では、香川県の丸亀市と三豊市及び徳島県

の鳴門市と阿南市がそれぞれ県との共同利用を検討して

います。残りの83市町村への普及拡大が今後の課題とな

っています。 

○四国地方ブロックコアユーザ会議 

本年度も電子入札コアシステムを採用済または採用を

検討している公共発注機関の情報交換の場として、四国

地方ブロックコアユーザ会議を平成21年8月4日に開催を

いたしました。コアシステム採用団体等の機関の担当者

が参加し、今後の共同利用の進め方など活発な意見交換

がなされました。 

○電子入札コアシステム操作体験講習 

CALS/ECの普及のため、本年度は高知県建設技術セ

ンターと連携し、建設会社の方への電子入札コアシステ

ム操作体験講習を予定しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■コリンズ・テクリス 

○新システム運用の周知活動 

平成21年８月18日からの新しいコリンズ・テクリスの

登録システムの運用に伴い県や関係業界団体等への周知

活動として説明や説明会などを実施しています。 

○検索システム利用普及状況 

四国の95市町村については、平成21年7月1日現在、試

用も含めると60市町村が検索システムを利用し約62％の

導入率になっています。平成19年度までの導入率27%、

平成20年度末46%、となっておりここ１～２年で大きく

増えています。今後も積極的に検索システムのメリット

などを説明する普及活動を35の未導入市町村を中心に展

開していきます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■RCCM資格試験準備講習会 

JACICでは、シビルコンサルティングマネージャ

（RCCM）の資格試験（平成21年11月８日（日））に先立

ち受験準備講習会を開催しています。四国地方センター

では平成21年７月29日に高松市に於いて開催し、昨年よ

り５名多い95名の方が受講されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

四国地方センター活動報告 

２００９.９月号 

地方便り 

検索システム新規導入機関数（試用含む） 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 
0

H19迄 H20 H21 未導入 

26

18 16

35

四国の電子入札コアシステム利用普及状況図 
（平成21年７月１日現在） 

四国のCORINS等検索システム利用普及状況図 
（平成21年７月１日現在） 

 

（四国地方センター　センター長　松尾裕治） 
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２００９.９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。 
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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 

平成２１年度の電子入札案件登録・開札状況は右表及

び下図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。 

電子入札案件登録・開札状況（4月－7月） 

 
回　　　答 

使用可能です。ただし、【工事・業務】とは別に【物品・役務】用の利

用者登録を、調達機関毎に実施する必要があります。また、利用者登録の

際に資格審査結果通知書（全省庁統一資格）に記載されている10桁の「業

者コード」が必要です。 

 

利用者変更を行ってください。利用者変更画面において資格審査情報欄

に新しい登録番号と商号又は名称の入力を行い利用者変更処理を行うことで、

資格審査情報が更新されます。利用者変更後は、ＩＣカード利用部署情報

の連絡先メールアドレス宛に「利用者変更のお知らせ」メールが、代表者

窓口の連絡先メールアドレス宛に「登録番号変更のお知らせ」メールが送

信されます。 

なお、当該操作を行うことにより同じ登録番号で利用者登録を行った全

てのＩＣカードの資格情報も新しい資格情報へ更新されます。 

質　　　問 

国土交通省の電子入札シ

ステム【工事・業務】で利

用しているICカードは、【物

品・役務】でも使用できま

すか。 

資格審査情報が変わり、

新しい登録番号が付与され

たのですが、資格審査情報

を更新するにはどうすれば

よいですか。 

項　目 

 

工事・業務/ 

物品・役務 

 

 

 

 

 

物品・役務 

（e-BISCセンター　主事　川口玲） 

登録部門：電子入札施設管理センター 

登録件数 開札件数 

1.6 

1.4 

1.2 

1 

0.8 
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0.4 

0.2 

0
５月 ４月 ６月 ７月 
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電子入札登録・開札件数対前年同月比 
（e-BISCセンター　センター長　西牧均） 

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） 
4,083 
（1.07） 

3,591 
（0.97） 
2,160 
（0.95） 

4,802 
（1.19） 
3,407 
（1.18） 

6,702 
（1.50） 
4,219 
（1.20） 

４月 ５月 ６月 ７月 

案件登録件数 

開札件数 
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