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1．会議の趣旨と経緯 
平成21年８月６日・７日の２日間、東京大学生産技術

研究所において、（社）土木学会情報利用技術委員会（委

員長：吉清孝）とJACIC（理事長：門松武）は共同主催

による第５回アジア建設IT円卓会議を開催しました。 

同会議は東アジア各国の建設ITに関わるキーパーソン

が一堂に会し、技術開発や技術政策のあるべき方向に関

する議論を行い、継続的な人的ネットワークを構築する

ことをねらいとしています。平成17年度より毎年１回開

催しており、議長は東京大学空間情報科学研究センター

長の柴崎亮介教授が担当されています。これまで参加頂

いた海外の専門家は、中国・韓国を中心にマレーシア･イ

ンドネシア･香港・台湾の計６ケ国・地域に及びます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2．第5回会議の内容 
今回は中国・韓国・インドネシア・台湾・香港から学

識経験者を７名招聘しました。国内からは前記主催者メ

ンバーの他に、国土交通省の国土技術政策総合研究所高

度情報化研究センターから藤本聡センター長、同情報基

盤研究室の遠藤和重室長、国土地理院企画部の下山泰志

研究企画官の３名にご出席を頂きました。 

またゲストとして、オートデスク社、フォーラム８社、

IAI日本の皆さんに参加して頂き、話題提供して頂きま

した。 

第１日の午前中は、継続事項となっている「アジア建

設ITデータブック」の更新と「建設IＴ多言語用語集」の

活動報告、各国・地域のレポートが行われました。午後

は矢吹信喜大阪大学教授を座長にVC（ヴァーチャル・コ

ンストラクション）の特別セッションを行い、「なぜ土

木の世界では建築ほど三次元データの活用が進まないの

か？」をテーマにした議論が行なわれました。 

第２日は、午前中VC関連のプレゼンテーションがゲス

トによって行われ、午後には議長による総括と次回への

作業項目がまとめられました。 

 
3．三次元活用における議論 
出席者には矢吹座長から事前に下記の４つの質問が出

されており、それに各人が答える形で議論が進められま

した。土木の世界では建築ほど三次元データの活用が進

まない理由に関して様々な意見が出されるとともに、そ

の解決方法に関しては、例えば公共土木工事の世界にお

いても設計施工一括の工事を行うのが効果的である等の

意見が出されました。 

 

矢吹教授からの事前質問状 

１．土木の世界では建築ほど三次元データ活用が進ん

でいないのは何故だと思うか？ 

２．土木分野に三次元データ活用は必要か？ 

３．土木分野の三次元データ活用にとっては何が障害

になっていると思うか？ 

４．土木分野の三次元活用を推進するにはどんなこと

が必要か？ 

 

4．アジア建設ITデータブック 
この会議の成果のひとつである「アジア建設ITデータ

ブック」は、参加国それぞれにおける、建設産業の状況

や建設IT関連の情報を取りまとめようとするものです。 

このデータブックは、ホームページ上で構成されるも

ので、円卓会議の開催ごとに更新されて最新のものが載

せられるようにしています。 

 
5．次回開催にむけて 
この円卓会議は、今後も毎年１回ずつ開催することとし、

来年度2010年は第６回を東京で８月頃に開催する予定に

なっています。日本・中国・韓国が中心でありますが、

その他の国も順次増やして行く予定です。 

なお会議に出されたプレゼンテーション資料、議事録

等は以下のアジア建設IＴ円卓会議のサイトで公開してい

ますので、ご参照ください。 

http://www.jacic.or.jp/acit/index_j.html 

（標準部　主任研究員　河内　康） 

 

第5回アジア建設IT円卓会議の開催 

ニュースと解説 

会議風景 
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２００９.１０月号 

 

1．はじめに 

国土交通省では、完成した工事、完了した業務の中で

特に優れた成績を収めた工事、業務、技術者、企業につ

いて、優良表彰を行っています。この優良表彰を受ける

と国土交通省が実施している各入札方式における企業者

や技術者の評価点として加算され技術提案書が優位に評

価されます。 

優良工事等表彰は関東地方整備局及び管内の53事務所

から推薦された河川道路営繕、港湾・空港の工事及び業

務を対象に、優良工事等選定委員会（港湾空港関係につ

いては表彰審査委員会）において行われています。今回

受賞した、優良業務及び優秀技術者については、「業務

計画段階から全体を掌握し、優れた企画力を発揮、積極

的で斬新な提案を行うなど創意工夫がみられるもの。」、

「解析手法、設計条件等を適正に定め、最終案決定に至

った経過を要領よく取りまとめてあるもの。」、「技術的

に高度で複雑な業務を遂行し、優良な成果として取りま

とめてあるもの。」が選定の基準となります。 

 

2．平成20年度優良工事等局長表彰 

平成20年度優良工事等局長表彰式は、平成20年７月14

日（火）14時00分から、関東地方整備局本局に隣接するホ

テルブリランテ武蔵野で開催されました。 

今年度の表彰件数及び人数並びに、JACICが受賞した

業務概要及び表彰理由を以下に記載します。 

（1）優良業務関係（対象業務件数2,275件） 

・優良業務：54件（32社） 

・優秀技術者：50名 

（2）概要及び表彰理由 

・業務名（優良業務） 

平成20年度CALS/EC整備検討（新計画）業務 

・履行期間 

平成20年10月17日～平成21年３月25日 

・事務所名 

企画部 

・技術者（優秀技術者） 

影山　輝彰 

・業務概要 

本業務は「国土交通省CALS/ECアクションプログラ

ム2008（素案）」で示された目標への取組状況の調査やそ

の効果の検討、及びICT（Information and Communication 

Technology）を活用した建設生産システム（計画立案

～施工～維持管理）の生産性向上へ向けた検討を実施

した。また、研修テキスト等の公開及びWebサイトに

係わる運営支援を実施した。 

・（発注者からの）表彰理由 

本業務は国土交通省のCALS/ECに関する検討業務

である。請負者はCALS/ECについて幅広い知識・経

験を有しており、意欲的かつ効率的に業務を実施した。 

ICTを活用した建設生産システム（計画立案～施工

～維持管理）の生産性向上へ向けた検討においては、

土木分野における既存の実施事例の他、諸外国や他分

野での実施例等を収集し、今後の土木分野での適用の

可否について、効率性、経済性等を考慮し検討を実施

した。さらに、過年度の成果である「河川・国道事務

所の業務プロセス」を元に、既存の2次元図面から3次

元図面を作成し、施工時の業務プロセスを確認しながら、

より実務に即した検討を実施した。 

検討に当たっては、ICT 導入に際しての解決すべき

課題（従来の制度・基準面と技術面）を分類・整理し

ながら業務を遂行した。 

また、研修テキストの収集においても、迅速に実施

し資料を公開出来るように努めていた。 

2011年度以降のCALS/EC整備基本構想の検討では、

既存の資料や、策定中であった「CALS／ECアクショ

ンプログラム2008」等を収集するとともに、現在の

CALS/ECの進捗を考慮し、基本構想の素案を作成した。 

 

3．おわりに 

業務履行にあたり、ご協力頂きました関係各位及び

各社に対して心からの感謝の意を表します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（CALS/EC部　研究員　影山輝彰） 

平成20年度優良業務及び優秀技術者表彰 
平成20年度CALS/EC整備検討（新計画）業務 

CALS/ECコーナー 
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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「“進化するCALS/EC”と“最

先端の建設ICT”を体感する2日間」をテーマとして、

「CALS/EC MESSE 2010」の開催を決定しました。 

「CALS/EC MESSE 2010」は、CALS/ECの導入推進

や建設ICTの普及などを目的に、公共発注機関、建設業、

建設関連業などの皆様を対象とした展示会・セミナーで

す。出展社による最新の技術・製品情報の展示、テクニ

カルフォーラムや、主催者によるCALS/ECシンポジウム、

セミナーなど、技術情報の発信・交流の場になるよう、

充実した内容を企画しています。 

≪展示会≫ 

最新のCALS/ECソリューションや建設ICTに関する

展示、教育・研究機関における建設ICT・測量分野等の

研究成果を展示します。なお、主催者ではCALS/EC体

験ゾーンの展示を予定しております。現在、展示会の出

展社（技術・製品）を募集しております。詳しくはホー

ムページをご覧ください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

≪シンポジウム≫ 

CALS/ECに関する基調講演とこれからのCALS/ECに

ついてパネルディスカッションを行う予定です。 

○開催日：平成22年１月21日（木） 

○会　場：東京・有明TFTホール 

○定　員：400名（予定） 

○参加費：無料 

≪セミナー≫ 

次のとおりセミナーを企画しています。 

○実務者セミナー 

実務者を対象に役立つ情報を提供するセミナー 

○発注者先進／導入事例セミナー 

発注者における最新の活用事例や効果的事例を紹介す

るセミナー 

○CALS/EC入門セミナー 

CALS/EC初心者向けセミナー 

○受注者のための要領・基準解説セミナー 

要領・基準の解説を中心とした実務に役立つ

CALS/EC中級者向けセミナー 

○テクニカルフォーラム 

製品・システムの解説やユーザー事例等で構成する

出展社セッション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 開催概要 ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 出展に関する問い合わせ ◆ 

CALS/EC MESSE 運営事務局（プロプラン内） 

TEL：03-5348-5881　FAX：03-5348-5880 

e-mail：cals2010@proplan.co.jp 

CALS/EC MESSE 2010ホームページ 

URL：http://www.cals.jacic.or.jp/event/messe/ 

（CALS/EC部　研究員　笹川順平） 

２００９.１０月号 

来年1月に「CALS/EC MESSE 2010」を開催 

多くの来場者でにぎわう展示会（「CALS/EC MESSE 2009」より） 

主 催  
後 援  
会 期  
会 場  
見込み出展社数 
見込み来場者数 
来 場 対 象 者  
 
 
 
出展ジャンル  

JACIC、SCOPE 
国土交通省（予定） 
平成22年1月21日（木）、22日（金） 
TFTホール（東京・有明） 
50社 
10,000人 
中央省庁、地方公共団体、総合建設業、専門
工事業、建設コンサルタント、設計事務所、
測量設計業、地質調査業、教育／研究機関 
ほか 
CALS/EC関連ソリューション、公共団体向
け各種システム、土木／測量／建築CAD、
土木／測量／建築アプリケーションソフトウ
ェア、情報共有システム、各種管理支援シス
テム（ドキュメント／写真／予算／工程／現
場 ほか）、GIS、ASPサービス、ネットワー
ク関連システム、入出力機器 ほか 

来場者で満席のシンポジウム（「CALS/EC MESSE 2009」より） 
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地質リスク分析のためのデータ収集様式の研究 
高知工科大学 

教授　渡邊法美 

  

1．データ様式の必要性 

地質（に関する事業）リスクを管理し公共事業のコス

ト構造を改善するには、「リスクの計量化」「プロセスマ

ネジメント」「地質の技術顧問」の３点セットが有効で

ある。これらのマネジメント要素を開発するには地質リ

スクに係わるデータの蓄積と活用が不可欠であり、その

ためのデータ収集様式の統一化が急がれる。 

 

2．地質リスクマネジメントのパターン分類 

地質リスクマネジメントはリスクの発現と回避の連続

であり、単純なパターンに分類することは困難であるが、

以下の３つのパターンに分類するとともに３つのパター

ンのデータ収集様式を検討した。 

Ａ型：地質リスクを回避した事例 

Ｂ型：地質リスクが発現した事例 

Ｃ型：発現した地質リスクを最小限に回避した事例 

 

3．事例分析の手順 

地質リスク分析に以下のような手順を設定した。最終

目的は「様式の検討」であるが、地質リスク分析の一手

法を提案できた。 

①事例の概要（事例に着目した理由） 

②事例分析のシナリオ（論理展開の説明） 

③データ収集分析（論理を実証するためのデータ収集） 

④マネジメントの効果について（マネジメント効果の計

量化） 

⑤データ様式の検討（マネジメント効果を計量するため

に必要なデータ） 

 

4．データ収集様式の提案 

Ａ、Ｂ、Ｃそれぞれのデータ収集様式の作成に当たっ

ては、様式原案への記入を通して不足するデータを追加

する形で修正していった。このため事例の増加に伴いデ

ータ項目が増加した。これらのデータ項目には相対的に

重要度があると思われるが現段階では全てを計上してい

る。Ａはリスク変化図（時間軸）において右肩下がりの

事象を示し、Ｂは右肩上がりの事象を切り出して表現し

ており、研究着手時はこの２つタイプで分析しようとし

た。しかし、事例の中にはＢからＡへの転換（リスクが

発現した、あるいは発現しそうなので対応策を施しリ

スクを最小限に回避したもの）を一つの事象として扱

うのが適切なケースが出てきたため、これをＣタイプ

として新たに様式を提案した。 

Ａ、Ｂ、Ｃ様式に事例分析で記入したデータを記入

例として整理した。 

各様式の完成度は決して高くない。特にマネジメン

ト効果を工事費・事業費の増減で評価しようとしたが、

「当初工事費」「対策費」「変更後工事費」「マネジメン

トをしなかった場合の想定工事費」などの考え方が事

例毎に異なり、如何様にも解釈できるなど、データの

受け皿としての様式は提案できたが、データ項目の定義、

データ作成方法、ひいては記入マニュアルの確立には

至っていない。これらの定義を確立するには、その対

象となるリスクとマネジメントの体系的定義が必要で

ある。本研究は、このようなデータ様式の統一に至る

までの課題を実験的に掘り起こし、実際の研究プロセ

スを示すことで「様式の確立度」よりも「研究手順」

を提示したものである。 

 

5．JACICへの提言 

地質リスク事例のデータベースはJACICに構築する

ことが適切であることを前提に、今後JACICが地質リ

スクマネジメントに係わる多様な事業を展開するため

の方策を提言した。 

①様式として未完成な点 

②様式を完成させるための手順 

③様式の活用場面・活用方法 

④地質リスクマネジメント３点セット（リスク計量化

手法、プロセスマネジメント手法、技術顧問）との

関係 

⑤データ蓄積方法と情報共有の方法 

⑥様式を活用するための制度など 

 

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） 

２００９.１０月号 

JACIC便り 

研 究 助 成 成 果 概 要 
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シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の資

格制度が、平成３年度に創設され、今年度で19年目とな

りました。JACICは昨年に引き続き、国土交通省後援の

下、「平成21年度RCCM資格試験準備講習会」を7月下

旬から８月初旬に全国11会場で開催しました。 

本年度も「テキスト」を最新の内容に改訂するととも

に、「想定問題・解答」の専門技術知識に昨年度の問題傾

向を取り入れ、巻末には平成18～20年度の３ヵ年度の問

題を掲載しました。また、講習会当日には、問題Ⅲ解答

論文構成例を配布するなど、講習内容の充実を図ってき

ました。 

右表に示すように本年度の申込者数は2,431名、出席者

2,327名（出席率95.7％）でした。今後も、建設コンサル

タント技術者の技術力向上とRCCMの普及を目指し、講

習内容の充実に努めます。 

なお、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。 

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）６月から８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：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。８月の登録

件数は、国の機関関係分が1,946件で前年同月比７%減少、

地方公共団体関係分が16,152件で前年同月比13%減少し

ています（図－１参照）。 

 

■テクリス：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。８月は、国の機関関係分が1,327件で前年同月比

25%増加、地方公共団体関係分が2,464件で前年同月比

13%減少しています（図－２参照）。 

（経営企画部　部長　前田安信） 

平成21年度ＲＣＣＭ資格試験準備講習会終了 

コリンズ・テクリスの登録件数の状況 

２００９.１０月号 

申込者数と出席者数 

開催地 

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） 

231  

226  

287  

349  

101  

277  

312  

 127  

97  

320  

 104  

2,431 

申込者数 

 211  

215  

279  

332  

99  

266  

303  

  122  

95  

305  

100  

2,327 

出席者数 

合　　計 

（経営企画部　参事　矢田敬） 

図－２　テクリス登録件数前年同月比較（契約額500万円以上） 図－１　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 
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２００９.１０月号 

 

 

特集：CALS/EC  AP2008 

平成21年３月31日にCALS/ECアクションプログラム

2008が発表された。本プログラムでは、CALS/EC整備

基本構想の最終段階の計画として、これまでの取り組み

を実際に生産性向上と品質向上の成果を結びつけるため、

情報共有によるコミュニケーションの円滑化、３次元デ

ータの利活用や情報化施工の推進など、より明確なメッ

セージを打ち出しており、受発注者を始め関係者の期待

が大きくなっている。 

この特集では、「国土交通省CALS/ECアクションプ

ログラム2008」を特集し、これに関する各組織および

JACICにおける取組みを紹介するとともに、今後を展望

する。 

主な内容 

①座談会：「CALS/ECの現状と今後の展望」 

　　島崎敏一　日本大学理工学部土木工学科 

　　　　　　　教授（司会） 

　　横山晴生　国土交通省大臣官房技術調査課 

　　　　　　　技術調査課長 

　　柄登志彦　（社）日本土木工業協会公共工事委員会 

　　　　　　　CALS/EC部会長 

　　佐藤　昇　（社）建設コンサルタンツ協会 

　　　　　　　CALS/EC委員長 

　　奥谷　正　（財）日本建設情報総合センター 

　　　　　　　CALS/EC部長 

②国・自治体の取組み 

国土交通省、北海道開発局、関東地方整備局、中部

地方整備局、静岡県 

③各組織の取組み 

大阪大学、パシフィックコンサルタンツ㈱、（社）日

本建設機械化協会、㈱大林組、（社）全国建設業協会 

④JACICでの取組み 

 

JACIC情報は、１冊1,050円（税込,送料別）です。ご購

読のお申し込み、お問い合わせは、総務部（Tel.03-3584-

2981）までお願いいたします。 

 

（経営企画部　参事　矢田敬） 

【建設行政ニュース】 

４日　防耐火関連の構造方法等の認定に関する調査等の

結果について （住宅局） 

４日　「広域地方計画」及び「地方ブロックの社会資本

の重点整備方針」の策定について （国土計画局） 

６日　平成20年の水害被害額の速報値（全国・都道府県

別）について （河川局） 

６日　「ICタグを活用したコンクリートの偽装防止策に

向けて」～コンクリートの策トレーサビリティ確

保技術に関する産学官共同研究を開始～ 

 （国土技術政策総合研究所） 

12日「建築物事故情報ホットライン」の受付窓口の移設

及び「建物事故予防ナレッジベース」のインター

ネット公開について （住宅局） 

15日　土砂災害危険個所点検緊急支援チームの活動結果

（報告）「駿河湾を震源とする地震被災地における

土砂災害危険個所等の緊急点検結果について 

 （河川局） 

20日　新型インフルエンザ（A／H1N1）への対応の徹底

について （危機管理室） 

21日　大雨に伴う急激な水位上昇に対する下水管路内工

事等の安全対策について （都市・地域整備局） 

25日　「建設業等の国際展開支援フォーラム」提言がと

りまとめられました （総合政策局） 

 

JACIC情報95号のご案内 

 

 

 

8月のニュースから ニュースの詳細については、JACIC NETの「過去記事」を検索していただ 
くと記事内容が表示されます。 

JACIC通信 

【公募情報（国・独法等）】　332件　【公募情報（地方公共団体）】　3,874件 
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関東地方センターは、JACIC本部と同一の場所に所在

しており、情報の収集・蓄積・提供・普及活動等につい

て、本部と十分な調整と協力を行いながら進めています。 

今回は、新コリンズ・テクリス登録システムリリース

に関連した関東各県及び県庁所在市への周知活動等につ

いて報告します。また、関東地方の地方自治体における

コリンズ・テクリスの普及状況は表-１のとおりです。 

 

1．新コリンズ・テクリス登録システムリリースに関する

各県、県庁所在市への周知活動について 

関東地方センターでは、8月18日にリリースに向けた

新コリンズ・テクリス登録システムについて、各県の県

庁及び県庁の所在している市に、コリンズ・テクリスセ

ンターの協力を得て周知活動を行いました。 

周知活動では、新しいコリンズ・テクリス登録システ

ムのリリースについて案内をし、新登録システムの概要、

新登録システムリリースに伴う発注機関の役割、現行検

索システムと新登録システムとの関係、新検索システム

の動向などについて説明し、以下のスケジュールで行い

ました。 

千葉県、千葉市　　　　７月29日 

茨城県、水戸市　　　　８月５日 

群馬県、前橋市　　　　８月５日 

埼玉県　埼玉県企業局　８月４日 

山梨県、甲府市　　　　８月４日 

長野県、長野市　　　　８月６日 

周知活動の中で、一般競争やプロポーザルの普及に伴

い、発注機関において「コリンズ・テクリスの情報が非

常に重要となっていることから、登録内容の精度を高め

る努力をされていることはたいへん良いことだ」といっ

た意見がある反面、そのための手続きが、少し面倒にな

ったとの意見でしたが、ご協力をお願いしました。 

また、検索システムとの関係で多くあった意見は、 

①　新登録システムでは補償コンサルタントが入力可能

となったが、現在の検索システムでは検索することが

できないのは問題。 

②　担当技術者の数や業務分野等登録内容が拡大された

のはよいが、それを検索システムで見られないのは困

る。 

等、新検索システムの早期リリースを要望され、新検索

システムへの期待の高さが伺えました。 

 

2． 電子入札コアシステム関東地方ブロックユーザー会議 

関東地方の電子入札コアシステムを採用済みまたは採

用を検討している公共機関の情報交換の場として、関東

地方ブロックユーザー会議を平成21年７月31日に開催い

たしました。 

コアシステム採用団体等の機関の担当者参加し、今後

の利用の進め方、及び課題等について情報交換がなされ

ました。 

 

3． 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ー

（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。関東地方センター

では平成21年７月27日と８月７日の２日間に日本都市セ

ンター会館に於いて開催し、611名の方が受講されました。 

関東地方センター活動報告 

２００９.１０月号 

地方便り 

表－１　コリンズ・テクリスの利用状況 

茨 城 県 

栃 木 県 

群 馬 県 

埼 玉 県 

千 葉 県 

東 京 都 

神奈川県 

山 梨 県 

長 野 県 

　  計 

１県16市3町1村 

1県7市2町 

1県9市3町 

1県3市 

1県18市1町 

１都8区6市 

1県3市 

1県3市2町 

1県11市3町 

9都県8区76市14町1村 

1県7市1町 

1県5市1町 

1県4市2町 

1県8市 

1県12市1町 

１都3区4市 

1県1市 

1県1市2町 

1県4市1町 

9都県3区46市8町 

22 

10 

12 

70 

35 

53 

31 

5 

15 

253

44 

30 

36 

70 

56 

62 

33 

28 

80 

439

50.0 

33.3 

33.3 

100 

62.5 

85.5 

93.9 

17.9 

18.8 

57.6

県内利用率 
（％） 

全市区 
町村数 

利用市区 
町村数 

テクリス契約数 コリンズ契約数 関東地方 

※利用市区町村数は一括契約市町村数を含む。 （関東地方センター　センター長　齋藤誠一） 
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２００９.１０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） 
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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 

平成21年度の電子入札案件登録・開札状況は右表及び

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。 

電子入札案件登録・開札状況 

 
回　　　答 

「Internet Explorer」をご利用の場合、以下にご注意ください。 

1.Cookieが有効か、2.JavaScriptが有効か、3.インターネットオプション

のセキュリティタブ内に信頼済みサイトとしてURL（https://e2acc01.e-bisc.go.jp，

https://e2odw.e-bisc.go.jp）が登録されているか。 

これらの設定が制限されている場合、電子入札システムが正常に動作し

ない事があります。 

また、セキュリティソフト等により端末やネットワーク内部で上記の設

定が制限されている場合もありますので併せてご確認ください。 

なお、端末の設定につきましてはシステム管理者へご相談ください。 

Windows XP SP2・3およびVista・Vista SP1のOSについてはポップアッ

プウィンドウやダウンロードを制限する機能が追加され、電子入札システ

ムの利用に際して注意が必要です。e-BISCセンターホームページ左MENU

の「Windows XP SP2・3およびVista・Vista SP1を導入したパソコンにお

ける電子入札への影響について」をご参照ください。 

なお、端末の設定につきましてはシステム管理者へご相談ください。 

質　　　問 

電子入札システムを利用

するにあたり、「Internet 

Explorer」の設定で気を付

けることはありますか。 

 

 

 

 

 

Windows XP SP2・3お

よびVista・Vista SP1を使

用する場合の注意点を教え

てください。 

項　目 

 

 

 

 

 

 
工事・業務/ 

物品・役務 

共通 

 

 

（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 

0.6 

0.4 

0.2 

0
５月 ４月 ６月 ７月 ８月 

電子入札登録・開札件数対前年同月比 

（e-BISCセンター　参事　松本重遠） 

平成21年度電子入札案件登録・開札件数 

3,221 
（1.42） 
4,083 
（1.07） 

3,591 
（0.97） 
2,160 
（0.95） 

4,802 
（1.19） 
3,408 
（1.18） 

6,700 
（1.50） 
4,219 
（1.20） 

４月 ５月 ６月 ７月 
5,243 
（1.32） 
3,952 
（1.31） 

８月 

案件登録件数 

開札件数 

（　）：前年同月比 
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