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社会基盤情報標準化委員会（旧名：建設情報標準化委

員会、委員長：中村英夫東京都市大学学長、事務局：

JACIC標準部）は、平成21年12月８日（火）グランドアー

ク半蔵門において第20回委員会を開催しました。今回の

主な議題は、第三次推進計画の３年目である2009年度の

各小委員会活動計画と来年度からの第四次推進計画策定

の中間報告でした。以下は委員会の内容報告です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．委員会活動に関する事務局報告 

2009年度の活動体制が３小委員会12WGであること、

標準化セミナーを今秋仙台・大阪の２箇所で行ったこと

などを事務局より報告しました。 

 

2．各小委員会の活動計画 

2009年度は以下のような体制で活動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各小委員会における2009年度の主な活動計画は次のと

おりで、それぞれ承認されました。 

（1）電子成果高度利用小委員会 

  ［小委員長：島崎敏一日本大学教授］ 

この小委員会では、電子納品要領（案）の改訂や情報共

有の機能要件などを担当していますが、2009年度では電

子納品要領（案）の改訂・公開が概成したことにより、新

しいＷＧ「電子成果サイクル検討ＷＧ」（座長：那須清吾

高知大学教授）を立ち上げることとしました。これは同

委員会が平成21年７月に公表した「社会基盤情報の価値

を生かすための11の提案」に基づき、電子成果の効率的

な利活用方法を検討することを趣旨としたものです。 

（2）図面/モデル情報交換小委員会 

  ［小委員長：寺井達夫千葉工業大学准教授］ 

この小委員会は、CADデータ交換標準のSXFや三次元

データを扱っていますが、2009年度には測量データ等の

数値地形図データを取り込むため、数値地形図データか

らSXF変換へのバージョンアップを意図したＷＧを設置

して検討することとしました。これは将来の測量電子納

品要領(案)にも影響を与える可能性がある検討事項です。 

（3）情報連携基盤小委員会 

  ［小委員長：柴崎亮介東京大学教授］ 

この小委員会では、情報連携の基盤となる要素技術を

担当しています。また情報連携の基盤となるレジストリ

の技術仕様を「LCDM推進フォーラム」と連携して策定

しています。その結果はJACIC/LCDMレジストリに反映

され、平成21年７月よりJACICホームページ上で「デー

タ仕様が見えるサイト」として公開されています。 

https://www.registry.jacic.or.jp/lcdmAdmin/html/ 　

　　　　 UserRegistryTop.html 

2009年度はポータルやアダプタについても継続して検

討を行うこととしました。 

 

3．第4次推進計画の策定 

標準化委員会の2009年度が第三次推進計画の三年目に

あたることから、2010年から始まる３箇年を対象に、「社

会基盤情報標準化推進第四次三箇年計画」を１年間かけ

て同時に策定していますが、今回はその中間報告を行い

ました。第三次３年間の活動の評価を行い、残る課題を

整理しました。新計画は2010年度７月頃公表予定です。 

委員会の詳細や記者発表資料に関しては、以下のホー

ムページで参照出来ます。 

http://www.jacic.or.jp/hyojun/committee.htm 

（標準部　主任研究員　河内康） 
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JACICでは、平成16年度より、複数の発注機関の入札

情報（工事及び業務）を一元的に検索することが可能な

入札情報サービス（統合PPI、http://www.i-ppi.jp）を

運用しています。 

この度、レスポンスの改善等を図るため、サーバー機

器等の更新を実施し、１月４日に運用を再開しました。 

 

1．主な変更点 

（１）レスポンスの改善 

統合PPIには、平日は１日当たり約60～100万ページ・

ビューと非常に多くのアクセスがあります。そのためア

クセスが集中する午前中などには、レスポンスが極端に

低下することがありました。 

今回の更新では、検索利用時のレスポンスの改善を主

な目的とし、最もアクセスが集中する時間帯においても

検索結果がなかなか表示されない状態とならないように、

ハードウェアやソフトウェアの大幅な増強を行いました。 

（２）複数発注機関の選択機能 

新たに複数の発注機関の出先機関等を任意に指定して

検索することが可能になりました。従来の機能では、２

つの事務所の案件を検索する場合には、２回に分けて検

索する必要がありました。今回からは任意の複数の事務

所を同時に選択して一回で検索することが可能となって

いますので、是非、ご活用ください。（本機能はInternet 

Explorerをご使用の場合のみご利用頂けます。） 

 

2．技術的な改善 

利用者の皆様からは見えませんが、今回の更新では、

システムの安定性や処理速度の向上のため、次のよう

な改善も行いました。 

（１）ハードウェア及びソフトウェア 

・データベースサーバーを専用機種から汎用機種に変

更（特殊機器の排除による運用効率化） 

・ミドルウェアは最新バージョンを採用 

・1U機器の採用 

　→５ラックから３ラックに省スペース化 

・データベースサーバーの完全64bit環境化 

・サーバー環境のGigabitEthernet化 

　→システム内のサーバー間通信の高速化 

（２）アプリケーション 

・データ登録処理の安定性を高めるため、データベー

スサーバーのロック管理方式を変更しました。 

 

3．今後の展開 

今回の更新では、より多くの発注機関のご参加と、

それに伴う検索利用の増加も視野に入れた性能と拡張

性を確保しています。今後は、より多くの発注機関に

ご参加いただくとともに、さらなる使い勝手の改善を

図り、発注機関・応札者双方にとって、より利用価値

の高いサービスとなるよう努めて参ります。 

（CALS/EC部　主任研究員　鎌田仁） 

２０１０.２月号 
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入札情報サービス（統合PPI） 
～ レスポンスの改善を図りました ～ 
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研究助成成果概要 

－3－ 

都市空間における社会基盤の持続的な開発のため

のプロダクトデータモデルに関する研究 

　　　　　大阪大学大学院　工学研究科　 

環境･エネルギー工学専攻　教授　矢吹信喜 

 

人々の生活や環境をより豊かで、安全、安心なものに

していくためには、今後も社会基盤を建設、整備してい

くことが必要であることは論を待たない。しかし、利害

関係者が非常に多く、複雑に絡み合っている都市空間に

社会基盤を持続的に開発、整備していくことは困難にな

りつつある。そこで、３次元モデルを利用したバーチャ

ルリアリティ（VR）技術を用いた合意形成手法が注目を

集めている。 

しかし、VR画像や機能に対する人々の要求水準は、さ

らに高まり、もっとリアルな画像を見たい、より詳細な

部分を見たい、もっと広い範囲を３次元化して欲しい、

といった要求の他に、視点を移動させながら見たい、設

計変更したらどうなるかを見たい、といったリアルタイ

ムな会話性（インタラクティビティ）が要求されるよう

になってきた。こうした高度な要求に対応する研究も進

められているが、３次元モデルが巨大化するとともに、

動画表示するためにコンピュータへの負荷が非常に大き

くなり、画面表示に支障を来たすことが問題となっている。 

一方で、VRで比較的広範囲の都市モデルを作成しよう

とすると、３次元モデルの作成や現地でのデジタル写真

の撮影と加工などに相当な時間と労力を費やすこととなり、

一つのプロジェクトのために、どこまで高度な要求水準

に応えて行くべきなのかは大きな課題と考えられる。簡

便にVR都市モデルを作成する方法として、GIS（Geographic 

Information System）データの建物の輪郭線を高さ情報

を元に、鉛直方向にスイープして３次元モデルを作る手

法が採用されつつある。しかし、この方法は、都市空間

をかなり高い位置から俯瞰するのには適しているものの、

建物に近づいていくと違和感が生じる。 

ところで、建築分野ではBIM（Building Information 

Modeling）が注目され、将来は全ての建物はBIMのプロ

ダクトモデルとしてコンピュータに蓄えられるであろう。

しかしながら、３次元プロダクトモデルやCADモデルを

並べた都市モデルでは、いくらコンピュータが高速大容

量化されても一般市民が要求するようなVRのパフォーマ

ンスを得ることは困難だと考えられる。 

そこで、本研究では、まず、大規模な都市空間におけ

る社会基盤の整備を目的とした広範囲のVRモデルを対象

として、現状の標準的なハードウェアとソフトウェアを

用いた場合の動作性能を計測する手法を提案した。動作

性能を計測する際には、共通のVRモデルを使用しなけれ

ば、比較が出来ないことから、ベンチマークモデルであ

る「大阪モデル」を構築した。大阪モデルは、高層ビル、

中低層ビル、マンション、団地、一戸建てなどの建物の

他に、道路、LRT（新型路面電車）、緑地帯などによっ

て構成されている。大阪モデルとともに、フランスのニ

ース空港のVRモデルを用いて、複数のVRソフトウェア

の動作性能を計測した。 

次に、プロダクトモデルを中核としたBIMに着目し、

BIMデータをそのままVRに使用できるか検討した。その

結果、建物の個数やデータ量が少なければ、VRソフトウ

ェアは動作可能であるが、多くなれば、動画として表示

することは困難になることを示した。 

そこで、本研究では、個々の建物のBIMデータを直方

体VRモデルに簡略化する変換手法を開発した。さらに、

形状がある程度複雑な建物でも簡略化できる「３つの積

集合からVRモデルを作成する手法」を開発した。これら

の手法を用いることにより、複雑で大量のデータを持つ

BIMデータを小さなデータ量のモデルに変換し、VRソフ

トウェアで広範囲にわたって動画として表示させること

が可能であることを示した。 

 

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20年度に

は11件の研究助成を実施し、平成21年11月に「第７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） 

JACIC便り 



２０１０.２月号 

1．はじめに 

昨年８月18日にはコリンズ・テクリスの新しい登録システ

ム（企業向け）の運用を開始しましたが、それに引き続き、

２月初旬からは新しい検索システム（発注者向け）の運用を

開始します。 

新しい検索システムは、現在の検索システムに比べ、利用

者の使い勝手を考慮し、さまざまな改良を加えています。 

当初はテクリスの検索システムの運用を開始し、コリンズ

の運用開始は本年５月頃を予定しています。 

また、利用者の皆様方に新しい検索システムの操作に慣れ

ていただくため、平成２３年３月までの当分の期間は、現在

の検索システムとの並行運用を行います。 

さらに、利用者のID，パスワードの設定等に万全を期する

ため、運用開始後、順次利用対象者を拡大していく予定です。 

これら新しい検索システムの概要について紹介します。 

2．新しい検索システムの主な改良点 

① Web方式を取り入れ、利便性を向上した 

② 補償コンサルタント業務等の検索項目を新たに追加した 

③ 検索方法の大幅な改良を行った 

詳しくはパンフレット等をご覧ください。利用者の皆様方に

は、実際にお使いいただきこれらの改良事項を実感してください。 

3．新しい検索システムの利用対象を順次拡大 

1）新しい検索システムは、２月からの当面の期間は、テクリ

スの検索システム（設計、測量、地質調査、補償コンサル

タント業務などを対象）を先行運用していきます。コリン

ズ検索システムの運用は本年５月頃からの予定です。 

2）各発注機関には、JACICから逐次お知らせをしながら、

契約や利用に関する設定を進めていきますが、利用頻度

の多い国や都道府県、政令市から順次運用を開始し、そ

の後市区町村へと徐々に拡大していきます。 

市区町村への提供については、本年５月頃からの予定です。 

4．平成23年3月までは現システムとの並行運用 

利用者の皆様方に新しい検索システムの操作に慣れてい

ただくため、平成23年３月までの当分の期間は、現在の検

索システムとの並行運用を行います。 

利用していただける方は、現在の検索システムの利用契

約している発注機関の方々であり、無料にて新しい検索シ

ステムをお使いいただけます。 

また、直接提供の利用契約をしていただいている発注者

の方にも、検索提供利用ができるように当分の間運用して

いきます。 

5．終わりに 

コリンズ・テクリスを利用いただいている発注者の皆様

方には、新しい検索システムを利用いただき、現在の検索

システムとの違いを実感していただきますようお願いします。

利用者の皆さん方の声を踏まえ、JACICは、コリンズ・テ

クリスのさらなる改善に努めていきたいと考えています。

ご意見をお願いします。 

（コリンズ・テクリスセンター　センター長　猪股純） 

コリンズ・テクリス「新しい検索システム」の運用開始 

コリンズ・テクリスの登録件数の状況 

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 

前
年
同
月
比
 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9

前
年
同
月
比
 

（平成21年10月～12月） 
コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成21年10月～12月）は次のとおりです。 

●コリンズ ●テクリス 

10月 11月 12月 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8

10月 11月 １2月 

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） 

10月 

地方公共団体 

3,638 

（1.20） 

32,474 

（1.15） 

11月 

2,193 

（1.08） 

23,250 

（1.10） 

12月 

1,971 

（0.98） 

26,114 

（1.09） 

国の機関 

10月 

地方公共団体 

2,592 

（1.73） 

3,620 

（1.17） 

11月 

1,465 

（1.18） 

2,806 

（1.22） 

12月 

1,286 

（0.89） 

2,697 

（1.06） 

国の機関 

（　）：前年同月比 （　）：前年同月比 

（経営企画部　参事　矢田敬） 
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JACIC北陸地方センターでは、北陸地域における建設

事業に携わる受・発注者の方々を対象にCALS/ECやコ

リンズ・テクリス等のサービスの提供、普及支援、広報

活動等を行っております。 

そんな中から、平成21年度に実施した北陸地方センタ

ーの主な活動状況をご紹介します。 

 

■「電子入札システム操作講習会」の開催 

JACIC北陸地方センターでは、石川県様からの依頼を

受けて、平成22年２月16日～２月27日にかけて「平成21

年度石川県電子入札システム操作講習会」を開催します。 

石川県内の金沢市、輪島市、七尾市、小松市の4市に

おいて、受注者向け２時間コースの講習会を10日間・合

計19回、さらには今回初めての試みとして、発注者向け

3時間コースの講習会を開催（金沢市で１回）いたします。 

当該講習会は平成15年から開催しており、今回が７回

目となります。昨年度においても375名の受講があり、

ご好評をいただいているところから、今後さらなる電子

入札システムの普及促進に向けて大きな成果が期待され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「新コリンズ／テクリス（登録システム）講習会」開催 

受注者向けのコリンズ／テクリス登録システムは、平

成21年８月18日より新たにインターネットで登録・利用

する方式に変わりました。北陸地方センターでは新しい

登録システムを、多くの受注者の皆様にご理解いただく

ために講習会を開催し、ご好評をいただきました。（146

名参加／42回） 

開催期間：平成21年８月18日～12月18日 

　　　　　毎週火曜日～金曜日（1.5時間コースを午前、

午後一回づつ）※テクリスは木曜日午後一回

のみ 

会　　場：JACIC北陸地方センター 

受 講 料：無料 

定　　員：一回当たり15名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、平成21年９月29日には、石川県建設業協会様か

らの要請により金沢市で同様の講習会を開催し（118名

の参加）、新システムの普及・促進を図りました。 

北陸地方センターにおいては、今後ともこのような要

請には積極的に対応して行きたいと思っておりますので、

ニーズがありましたらご遠慮なくご用命下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「けんせつフェアin北陸2009」への参加 

平成21年10月21日（水）～22（木）：新潟市で「けん

せつフェアin北陸2009」が開催され、北陸地方センター

の出展ブースでは「災害復旧効率化支援システム（Photog-

CAD）」の体験コーナー等に注目が集まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（北陸地方センター　センター長　穂苅正昭） 

北陸地方センター活動報告 
地方便り 

２０１０.２月号 

新コリンズ／テクリス講習会の模様（北陸地方センター） 

新コリンズ／テクリス講習会の模様（金沢市） 

けんせつフェアin北陸2009　JACICブースの模様 

昨年の電子入札システム操作講習会の模様（小松市会場） 
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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 

電子入札案件登録・開札状況 

回　　　答 

ダウンロード文書一覧表示画面を開いたまま、再度電子入札システムの「掲

載文書一覧」欄の「表示」ボタンをクリックすると表示されるエラーです。

「すでにログインされています」画面の右上の「Logout」をクリックしエ

ラー画面を閉じてください。他に開いている入札説明書等ダウンロードシ

ステムの別ウィンドウの画面も全て閉じ、再度「掲載文書一覧」欄の「表示」

ボタンをクリックしてください。 

配布される全ての「個別ダウンロードファイル」をまとめたものが「一

括ダウンロードファイル」です。 

一括ダウンロードファイルはLZH形式で圧縮されていますので解凍ソフ

トで解凍してご使用ください（解凍手順等は使用する解凍ソフトのマニュ

アル等を参照してください）。 

質　　　問 

電子入札システムの「調

達案件一覧」画面の「掲載

文書一覧」欄の「表示」ボ

タンクリック後、「すでに

ログインされています」と

表示されます。 

入札説明書等ダウンロー

ドシステムにおける「一括

ダウンロード用ファイル」

とは何ですか。 

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 
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電子入札登録・開札件数対前年度比 

（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 

（　）：前年同月比 

3,221 
（1.42） 
4,084 
（1.07） 

2,636 
（0.90） 
2,526 
（0.89） 

2,444 
（0.71） 
2,692 
（0.87） 

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 12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。 

ISO9001
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