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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。

私が一昨年の２月に理事長に就任してから２度目

の正月を迎えることになりますが、この２年弱の間

に100年に一度の世界不況の発生をはじめ、世の中は

急速、かつめまぐるしく変化してきました。

景気が低迷し公共投資が減少する厳しい環境の中で、

必要な社会資本の新たな整備や既設の社会資本の維

持管理・更新に必要な費用の確保が非常に困難にな

ってきております。無駄を廃し、適切かつ効率的に

事業を実施していくことは当然であり、従来にも増

して、ICT等を活用した効率的な経営は官・民問わ

ず不可欠であり、極めて重要であります。

さて、当センターは昨年８月に新しいコリンズ・

テクリス（工事・業務実績情報システム）の企業向

け登録システムの運用を開始しました。新登録シス

テムは「Web方式」の採用による利用者の利便性や

データの正確性の向上を目指しておりますが、サー

ビスの提供を開始しましたところ操作方法等につい

て皆さま方からたくさんのお問合せがあり、大変な

ご不便をお掛けしましたことをこの紙面を借りまし

てお詫び申し上げます。

新しい年、平成22年に直ちにやらねばならないこ

とは、模様替えして新しくなったコリンズ・テクリ

スの検索システムを早急に立ち上げ運用開始するこ

とです。また、いよいよかねてより懸案でありまし

た発注情報の提供システムである統合PPIの処理能力

向上です。これまで利用者の方々には大変ご不便を

かけてまいりましたが、この改善にJACIC一丸とな

り取り組んで参ります。

次に、少し長い時間で取り組まねばならない分野

では、平成22年度は「建設CALS整備基本構想」の

実施計画である「国土交通省CALS/ECアクションプ

ログラム2008（AP2008）」の最終年度にあたります。

平成８年度に同構想が策定されて以来、その成果と

して当センターは電子入札コアシステムをはじめ、

新商品の開発など様々な取組みを行って参りました。

今後はこれまでの実績を基にAP2008の目標達成に向

けて継続的な活動を行って参ります。また、当セン

ターが運営します社会基盤情報標準化委員会では、

第三次建設情報標準化推進三箇年計画を制定し活動

してきましたが今年が最終年となります。昨年６月

には電子納品を通じて蓄積されつつある社会基盤情

報を活かすための11の提案を公表しました。今後は

当センターが独自に保有するICTのノウハウを活か

してこれらの提案を具体化し、社会基盤のライフサ

イクル全般の情報共有の基盤となるシステムの確立

を目指してゆきたいと考えております。

当センターにとっても諸般の状況の変化は無縁で

はなく、日毎に厳しさが増していくように感じられ

ます。このような厳しい状況下にあっても、業務執

行の効率化や経費の削減を図りつつICTによる建設

分野の生産性向上を推進し、国民のより安全で、よ

り効率的で、より快適な生活環境の提供に役に立つ

よう努めて参ります。何卒よろしくお願い申し上げ

ます。
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新年のご挨拶

理事長　門松　　武



　JACICの平成21年の５大ニュースを紹介します。

（1）Web対応によるコリンズ・テクリス登録システムリ

リース

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（工事・業務実績情報システム）の登録シ

ステムを平成21年８月18日にリリースしました。新登録

システムは、以下のようなメリットがあります。

①　Web方式への変更により、利用者の利便性が向上し

ました（利用するパソコンにシステムをインストール

する必要がなくなりました）。

②　発注者確認方法の変更を行い、データの確実性の確保、

不正確な登録等の防止・発見対策が強化されました。

③　企業内利用者を「利用責任者」が管理することで、

社内の実績登録の把握、企業情報・技術者情報等の一

元管理が実現されるようになりました。

④　各企業が過去に登録された自社実績データを閲覧・

ダウンロードすることが可能になりました。

　　登録システムのリリースに引き続き、本年には新し

い「検索システム」のリリースを予定しており、現在

開発・準備を進めています。

利用者の皆様方のご意見・ご要望を踏まえ、今後とも

コリンズ・テクリスの利便性の向上に不断の努力を続け

てまいります。

（2）調査研究活動強化のための組織改正を実施

JACICでは昭和61年度の設立時より地図情報に関する

研究に取り組んでおり、昭和63年度からは縮尺1/2,500の

都市計画図から作成したGIS用デジタル地図「JACIC　

TOWN」の普及に取り組み、現在では513市町村に導入

されています。このようにJACICにとってGISは長年取

り組んでいる研究テーマですが「地理空間情報活用推進

基本法」の施行による基盤地図情報の無償提供や地理空

間情報プラットフォームの一般公開などGISは普及期を

終わり、活用の時代に入ったと考えております。

このような状況変化により、JACICにおけるGIS研究

の方向をGISの普及からGISとJACICが保有する他の技

術とを組み合わせたイノベーションに向けることが建設

情報技術の更なる発展の上で必要になってきています。

このためGISとの組み合わせによってより良い成果が期

待できるシステム高度化研究部、建設コスト研究部河川

システム室とGIS研究部の業務を統合しました。

新しく生まれ変わったシステム高度化研究部の今後の

活躍をご期待下さい。

（3）CALS/EC受託業務で優良業務等の受賞

JACICは、関東地方整備局から平成21年７月14日に、

優良業務（平成20年度CALS/EC整備検討（新計画）業務）

及び優秀技術者（影山輝彰）の局長表彰を受けました。

本業務の内容は、「国土交通省CALS/ECアクショ

ンプログラム2008（素案）」の取組状況や効果の調査検討、

及びICTを活用した建設生産システム（計画立案～施

工～維持管理）のコスト縮減とスピードアップ化へ向

けた検討であります。

表彰理由としては、幅広い知識・経験を有し、意欲

的かつ効率的に業務を実施するとともに、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

実施したことなどがあげられています。

今後も、技術力の向上及び円滑な事業の推進に資す

るよう業務に努めてまいります。

（4）新時代のニーズに先駆けて「JACIC/LCDMレジス

トリ」を公開

多様なアプリケーションやデータベースを、ネットを

介したサービスとして提供する、クラウド・コンピュー

ティング時代が訪れようとしています。この開かれた情

報連携の世界で、データがネットを駆け巡り、その価値

を十二分に活かすためには、データの仕様に関する情報

が見える仕組みであるメタデータ・レジストリが不可欠

です。JACICでは、ネットワーク上に氾濫する情報の中

から、必要なものを効率良く発見し有効利用するための

データ流通基盤の構築を目指すLCDM推進フォーラムと

連携し、日本で初のレジストリを構築して7月から試験

運用を始めました。今後、仕様の登録数を増やすと共に、

使い易いレジストリを目指して改良してまいります。   

（5）副産物・発生土システムの稼働環境を全面更新（リ

プレース）

平成21年２月23日、建設副産物・発生土情報交換シ

ステムのハード・ソフトを全て最新のものに入れ替え

運用を開始しました。極力オープンソース化を図ると

共に、事業継続性やセキュリティを確保するためiDC

を利用し、また、仮想化技術によりサーバを集約する

等運用コストの低減も図りました。システムのレスポ

ンスも飛躍的に向上しています。いずれも24時間稼働

のWebシステムで、平成20年度、副産物システム

19,103機関、発生土システム1,205機関で利用されてい

ますが、これを機に一層のシステム普及を図り、建設

リサイクルの推進を通じて自然環境・地球環境の保全

にも寄与してまいります。

（総務部　次長　河上貞）

２０１０.１月号
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平成21年5大ニュース

ニュースと解説



２０１０.１月号

UN/CEFACT FORUM 札幌会議報告

－3－

国連の下部組織であるUN/CEFACT（電子データ交換に

関する国際標準の検討組織）の正式会議となる第15回

UN/CEFACT FORUM札幌会議が、平成21年９月28日～10

月２日まで札幌コンベンションセンターで開催されました。

本会議は、日本で初めて開催されるUN/CEFACT 

FORUM会議となり、30カ国から185名が参加しました。

これまで電子入札国際標準の幹事国（事務局）として

国際標準の策定に携わってきたJACICも本会議に参加し

ました。

 　

 　

 　

 　

 　

 　

 　

 　

 　

 　

 　

 　

1．経　緯

JACICは、電子入札の国際標準化に着目し、その可能

性について調査を行い、平成14年３月にバルセロナで開

催されたUN/CEFACT国際会議に国土交通省とともに参

加し、日本の電子入札に関する取組とコアシステムによ

る国内の電子入札システムの標準化について紹介しました。

これらの取組はUN/CEFACT内で高い評価を受け、電

子入札国際標準プロジェクトの幹事国を日本が担当する

こととなりました。

これを受けJACICは、国内における電子入札国際標準

の事務局として検討体制を整備し、電子入札コアシステ

ムをベースとした国際標準の原案を策定するとともに、

UN/CEFACTにおける標準案の審議に参加してきました。

この結果、平成17年６月に工事調達を対象とした電子

入札国際標準・第１版を完成し、UN/CEFACTから正式

に公開されました。

その後、対象範囲を工事・業務、物品・役務まで拡張

した電子入札国際標準・第２版と国際標準を実装するた

めのXMLスキーマを完成させました。

2．札幌会議

札幌会議では、電子入札国際標準が既に保守フェーズ

に入っており、フランスが電子入札国際標準・第２版を

利用した電子入札システムの開発を開始しているため、

その実装に伴う問題点等の修正案が提案され、調整が行

われました。

電子入札国際標準を担当しているTBG6（建設・建築

ドメイングループ）では、入札以降の契約や支払いに関

するプロジェクトも設けられ、関係するグループとも連

携し継続的に検討が行われています。

また、TBG6から伝送データのセキュリティに関する

プロジェクトの草案が提出され、正式なプロジェクトと

して発足するためのUN/CEFACT内の審議が行われるこ

ととなりました。

他グループのプロジェクトとして、電子政府に関する

プロジェクトが発足していますが、電子入札や契約・支

払い等については、TBG6で策定された標準を利用する

方向で調整が行われています。

現在、UN/CEFACT内では、UN/CEFACT共通辞書（コ

ア構成要素ライブラリ）への登録に際し、各グループか

ら提案された項目について審議・調整が行われており、

2009年後期版となるCCL D09Bでは、約10,000項目が登録

見込みとされ、Buy-Ship-Pay（販売・輸送・支払）に関

する項目が一通り出揃うこととなると言われています。

3．JASTPROセミナー同時開催

本FORUMの事務局を担当したJASTPRO（財団法人日

本貿易関係手続簡易化協会）によるセミナーがUN/CEFACT 

FORUMと合わせて開催されました。

このセミナーでは、UN/CEFACT FORUMの出席者を

講師として、UN/CEFACTの取り組みや国際標準の必要

性、UN/CEFACTでは何を検討し、どのように活用して

いくべきかといった内容が分かりやすく説明されていま

した。

また、UN/CEFCTについて国内の参加者に広く理解い

ただくため、同時通訳や日本語訳された資料が用意され、

約70名の国内外関係者が情報収集を行っていました。

【会議の詳細情報】

UN/CEFACT FORUM札幌会議及びJASTPROセミナ

ーの詳細情報は、以下のURLより参照できます。

URL：http://www2.convention.co.jp/uncefact15/

   （CALS/EC部　電子入札コアシステム開発

コンソーシアム事務局　主任研究員　菊地修）

CALS/ECコーナー

全体会議風景【写真提供：JASTPRO】



２０１０.１月号

JACICnews10月号でお知らせしました「CALS/EC 

MESSE 2010」（財団法人港湾空港建設技術サービスセン

ター（SCOPE）との共催）につきまして、皆様の御協

力を賜りシンポジウムや各種セミナーなど魅力ある企画

を多数用意することにより多くの来場者を迎え、充実し

た開催となるよう準備を進めてまいりました。しかしな

がら、昨今の社会経済情勢等の諸般の事情により、止む

を得ず開催を見送ることとなりました。

開催を楽しみに待っておられた方、企業・大学等の

出展を申し込まれた方、協賛団体、各セミナー等の講

演をお受けいただいた方をはじめ、関係する皆様には

多大な御迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上

げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げ、

ここに案内させていただきます。

（CALS/EC部　研究員　笹川順平）

JACICは、CALS/EC推進の一環として、都道府県、

政令指定都市及び中核市を対象に平成21年６月現在にお

ける「CALS/EC推進協議会」、「アクションプログラム

策定」、「電子入札」、「電子納品」、「情報共有システム」、

「CALS/EC資格制度の活用」等の導入状況について、

アンケート調査を行い、結果をホームページに公開しま

した。

「地方におけるCALS/EC動向」は以下のURLから参

照できます。

http://www.cals.jacic.or.jp/topics/014.html ＊アンケート調査の回答を得られなかった団体の状況は、

JACICが当該団体のホームページで調査を行い、補正し、

その結果を反映させております。そのため、本記事と紹

介したURLでは、数字が異なっております。

前回調査時（平成20年１月）に比べ、電子入札、電

子納品、情報共有ともに普及が進んでいます。

その中でも、工事の電子入札は特に普及が進んでおり、

実施していない都道府県は高知県のみとなっております。

ただし、高知県においても平成22年1月以降に試行を予

定しており、47都道府県すべてで電子入札が実施され

る見込みとなっています。また、政令指定都市におい

ては、18市すべてで実施しております。

最後に、お忙しい中、アンケート調査に回答してい

ただいた都道府県、政令指定都市、政令市の御担当者

の皆様にこの場をもって感謝を申し上げます。

（CALS/EC部　研究員　笹川順平）

「CALS/EC MESSE 2010」開催を見送る

「地方におけるCALS/EC動向」を公開
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■都道府県　47都道府県

電子

入札

電子

納品

情報共有

工事

業務

工事

業務

運用中 試行運用中 試行

前回（平成20年１月）今回（平成21年6月）

89％

85％

66％

79％

32％

6％

2％

23％

13％

17％

97.9％

93.6％

78.7％

85.1％

36.2％

0.0％

0.0％

17.0％

10.6％

23.4％

■政令指定都市　18市（前回調査時：17市）

電子

入札

電子

納品

情報共有

工事

業務

工事

業務

運用中 試行運用中 試行

前回（平成20年１月）今回（平成21年6月）

88％

76％

29％

24％

0％

12％

12％

35％

41％

12％

94.4％

88.9％

38.9％

38.9％

5.6％

5.6％

0％

33.3％

33.3％

11.1％

■中核市　41市（前回調査時：35市）

電子

入札

電子

納品

情報共有

工事

業務

工事

業務

運用中 試行運用中 試行

前回（平成20年１月）今回（平成21年6月）

51％

37％

14％

14％

0％

14％

14％

9％

6％

9％

63.4％

51.2％

17.1％

22.0％

0％

4.9％

4.9％

9.8％

9.8％

9.8％



２０１０.１月号

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21年11月13日（金）はあといん乃木坂（東京都港区

南青山1-24-4）で第７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20年度研究助成事業11件の

内９件について報告をお願い致しました。

地理空間情報及びGISでは、宇田川真之さんから「テレ

ビ放送用の地域防災情報共有システムと連携した災害地理

情報の配信」、広瀬望さんから「GISを用いた現地計測と領

域気候モデルの飛来塩分量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」について報告がありました。

都市の公物管理では、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。

国産の３次CADエンジン開発や３次元データの流通関

連では、田中成典さんから「グラフィックスアプリケー

ション開発のためのOpenGLの可能性に関する調査研究」、

窪田諭さんから「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」の報告が

ありました。

プロダクトモデル関連では、矢吹信喜さんから「都市

空間における社会基盤の持続可能な開発のためのプロダ

クトデータモデルの適用」の報告がありました。

CADとGISの実証的な報告では、橋詰匠さんから「モ

ービルマッピングシステムを用いた既設道路舗装状態の

道路CADおよびGIS連接に関する実証的研究」の報告が

ありました。

地域ニーズや土地取引価格の情報分析では、杉浦政裕

さんから「テキストマイニングによる地域ニーズの分析

手法の開発に関する研究－モンスーンアジア地域の水資

源インフラ整備－」、井上亮さんから「共クリギングに

よる土地取引価格の時空間内挿に関する研究」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7回研究助成事業成果報告会開催報告

コリンズは、公共機関が工事の入札・契約において、

手続きの透明性・客観性、競争性をより高めることを目

的に、工事の発注プロセスにおいて、企業の施工の技術

力等を確認するために用いる工事実績情報システムです。

テクリスも同様に、公共機関の業務の入札・契約において、

手続きの透明性・客観性、競争性をより高めることを目

的に、業務の発注プロセスにおいて、企業の技術力等を

確認するために用いる業務実績情報システムです。

JACICでは、昨年８月18日より「Web方式」を採用し

た新しいコリンズ・テクリス（工事・業務実績情報シス

テム）の企業向け登録システムの運用を開始し、利便性

の向上を図っていますが、この度、コリンズ・テクリス（工

事・業務実績情報システム）の情報サービスを、他の商

品やサービスから区別するために商標登録を行いました。

商標（マーク）は「コリンズ・テクリス」で、指定商

品又は指定役務並びに商品及び役務の区分は第35類、第

37類となっています。

 

（経営企画部　参事　福島康博）

「コリンズ・テクリス」を商標登録
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JACIC便り



２０１０.１月号

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成21年9月～11月）

特集：宇宙基本法と宇宙からの国土観測

宇宙開発利用の積極的かつ計画的な推進を目的として、

平成20年５月に「宇宙基本法」が成立し、平成21年６月

に「宇宙基本計画」が定められました。これにより、今

後の宇宙開発利用は、研究開発主導から産業利用主導へ

発展していくと期待されています。

建設情報の分野における宇宙技術の利用としては、国

土や環境のモニタリング、気象観測、防災・被災調査な

どの宇宙リモートセンシング、GNSSやVLBI、SLRなど

の宇宙測地などが挙げられます。

本特集では、宇宙基本法の理念と概要、国土交通省に

おける宇宙関連施策の概要を紹介して頂く他、特に宇宙

からの国土観測について、JAXA、国、大学、民間等の

研究機関の最近の取り組みを紹介します。

主な内容

①　巻頭言：千葉大学　建石  隆太郎　教授

②　特別寄稿：東海大学　下田  陽久　教授

③　政府の宇宙政策：内閣官房宇宙開発戦略本部，文部

科学省，経済産業省，JAXA

④　国土交通省の取組み：国土地理院，気象庁

⑤　研究機関の取組み：RESTEC，ERSDAC他

⑥　民間企業の取組み：民間３社

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）

JACIC情報96号のご案内
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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
2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

９月 １０月 １１月 ９月 １０月 １１月

前
年
同
月
比

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

前
年
同
月
比

JACIC通信

（経営企画部　参事　矢田敬）

　コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成21年９月～11月）は次のとおりです。

●コリンズ ●テクリス

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）

９月

地方公共団体

3,538

（1.40）

28,186

（1.22）

10月

3,638

（1.20）

32,474

（1.15）

11月

2,193

（1.08）

23,250

（1.10）

国の機関

９月

地方公共団体

2,325

（1.97）

3,939

（1.37）

10月

2,592

（1.73）

3,620

（1.17）

11月

1,465

（1.18）

2,806

（1.22）

国の機関

（　）：前年同月比（　）：前年同月比



JACIC東北地方センタ－ではコリンズ・テクリスの登

録等における問い合わせやCALS/EC推進のための電子

入札、電子納品講習会等を実施しております。

今回は「ＥＥ東北’09」、「北海道・東北地方コアシステ

ム会議」並びに「社会基盤情報標準化セミナー2009」を

紹介いたします。

■「EE東北’09」への出展

建設事業に係わる新材料・新工法その他、時代のニー

ズに対応して開発された新技術を公開し、その普及を図

ることにより、技術開発を促進するとともに、良質な社

会資本の整備を通じて地域の発展に寄与することを目的

に「EE東北’09」が６月３、４日の２日間夢メッセみや

ぎ（仙台市宮城野区）で開催されました。

東北地方センターでは災害復旧業務の効率化・迅速化

を目的とした「災害復旧効率化支援システム（Photog-

CAD）」、資源リサイクルの推進や資源の循環活用を図

るための「建設副産物・建設発生土情報交換システム」

並びに「CALS/EC理解度チェックソフト」を展示しま

した。また、「災害復旧効率化支援システム」については、

プレゼンテーションも行いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当ブースへは149名の来場者があり、各システムの操

作を体験していただきました。

そして、来場者からは「災害復旧効率化支援システム

が農業の災害にも利用できるのか？」、「建設発生土シ

ステムに登録の基準はあるのか？」といった質問などが

ありました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

■「北海道・東北地方コアシステム会議」の開催

この会議は電子入札コアシステムを採用又は採用を予

定している北海道・東北地方の公共機関間で、コアシス

テムに関する情報交換を行い、より利便性の高い開発や

運用に資する事を目的に設立されております。

今回は７月23日に開催したもので、北海道、県、市な

ど９団体が参加しました。会議では、各団体から電子入

札システムの運用状況の紹介、各種の質問並びに情報交

換などを行いました。

■「社会基盤情報標準化セミナー2009」の開催

社会基盤情報標準化セミナー（旧建設情報標準化セミ

ナー）は社会基盤情報標準化委員会（旧建設情報標準化

委員会）のＰＲと策定された標準の普及のため年２回東

京と地方都市で実施しておりましたが、地方への一層の

促進を図る目的で今年度は仙台と大阪で開催されたもの

です。

９月30日に開催された仙台会場には84名の参加者があ

りました。外部講師からは「CALS/ECアクションプロ

グラム2008の策定」、「CADをとりまく情勢と国土交通省

標準SXF」並びに「大阪市の道路橋梁総合管理システム」

などについての講義があり、参加者は熱心に聞き入って

いました。

（東北地方センター　センター長　田中正人）

東北地方センタ－活動報告

２００１０.１月号

地方便り

セミナーの状況
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展示ブースの状況
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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

電子入札案件登録・開札状況

回　　　答

発注者が設定した文書配布期間が終了している可能性があります。

文書配布期間については入札公告や指名通知書等の記載内容をご確認頂き、

ご不明な点については案件の発注者にご確認ください。

PDFファイルの表示にはAdobe Reader等の閲覧ソフトウェアが必要です。

Adobe ReaderがインストールされていてもPDFファイルを表示できない場

合は該当ファイルをローカルディスク上に保存してからファイルの表示を

お試しください。

ローカルディスク上に保存したファイルも表示できない場合は、該当案

件の発注者に作成バージョン等をご確認ください。

質　　　問

入札説明書等ダウンロー

ドシステムにおいて、ダウ

ンロード文書一覧表示画面

に掲載されている文書の「フ

ァイル名称」のリンクをク

リックしても画面が変わら

ず、文書をダウンロードで

きません。

入札説明書等ダウンロー

ドシステムにおいて、ダウ

ンロードしたPDFファイル

が閲覧・印刷できません。

項　目

工事・業務

（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
1.8

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 １０月 １１月

前
年
同
月
比

電子入札登録・開札件数対前年度比

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）
2,525
（0.89）

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

案件登録件数

開札件数

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。
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（e-BISCセンター　参事　松本重遠）


