
2010

１．はじめに
地方公共団体への積算業務支援の一環として、設立当

初から提供を行っている積算システムならびに積算基準デー
タは、ＩＣＴの進化に合わせシステムの形態を変えなが
ら現在に至っています。
平成18年度から提供を開始した「Web版土木積算シス

テム」は、C/Sシステムの現行ユーザの移行を進め、平
成22年度までに10団体（県、政令市、市町村共同利用、
市町村単独利用）のシステム移行が完了します。同じく
XML形式の積算基準データは、CSV形式ユーザからの移
行と新規にXML形式基準データを採用していただいた団
体は上述のシステムユーザを含めると23団体となります。
ここではこれら積算システム・積算基準データについて、

今日までの変遷とＷｅｂ方式に対応した新たな積算システ
ムならびに、ＸＭＬ形式積算基準データについて紹介し
ます。

２．Ｃ／Ｓ方式積算システムとＣＳＶ形式基準データ
Ｃ／Ｓ方式の積算システムとＣＳＶ形式の積算基準デー

タの開発により、今日ほとんどの積算システムで採用さ
れている「工事工種体系ツリー」（国土交通省）を用いた
操作方法が確立されました。
土木工事標準積算基準書（国土交通省）にある歩掛等

の数値や、計算部分をデータ化した積算基準データと、
それを解釈して画面表示し操作者とのインターフェース
をプログラミングした積算システムに機能分散をしたこ
とで、基準改訂時における作業の効率化や、精度の向上
が図られました。

３．Ｗｅｂ方式積算システムとＸＭＬ形式基準データ
　Ｗｅｂ方式の積算システムはＣ／Ｓ方式と同様に、「工
事工種体系ツリー」による処理形式や操作方法を踏襲し
ながら、Ｊａｖａ言語によりすべてのソースプログラムを
書き換え、インターネット環境でも使用可能なシステム
として開発しました。（右図参照）
運用費用の削減を図るために、特定のＯＳやミドルウェ
アに依存しないソフトウェア構成を実現するというコン
セプトを掲げ、データベースやウェブサーバ、アプリケー
ションサーバもライセンスが無償のオープンソース製品
を採用しました。
ＸＭＬ形式基準データは、データ構造と内容を解説し

た「データ仕様解説書」を発行し広く一般に公開しました。
従来ＣＳＶ形式で標準化された基準データはＸＭＬ形式
基準データとして一部機能拡張を行い土木分野以外に港
湾工事積算基準データ、下水道工事積算基準データも所
轄の団体より統一された仕様により提供されています。

このことにより地方公共団体やシステムベンダーにお
いては、積算システムへの取り込み機能の開発や保守を
統一的に実施することが可能となり、コスト縮減や高品
質につながると期待されます。

４．おわりに
Ｗｅｂ方式の導入により県、市の庁内ＬＡＮ環境での閉

じたネットワークでの利用、ＩＤＣを利用したインターネッ
ト環境での利用、ＬＧ－ＷＡＮでの利用といったさまざ
まなネットワーク環境で積算システムを利用することが
可能となります。特にサーバを置く場所の確保が難しい
場合や、サーバを管理する手間を省きたい場合にはＩＤ
Ｃを利用することが有用となります。
さらに今後は仮想化技術の導入を行い、クラウドコン
ピューティングなどユーザの多様な要望に応えるためにサー
ビスの提供形態、使用料等の価格体系の検討も進めて参
りたいと思います。

平成21年度のシステムユーザとの意見交換会

（建設コスト研究部　主任研究員　岩崎邦浩）
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●はじめに　

平成21年度に募集しました「第14回土木施工管理技術

論文」における「第4回ITマネジメント賞」は、（株）脇

川建設工業所の藤森幸太氏の「情報通信技術を用いた道

路土工の品質向上」に決定しました。

●ITマネジメント賞とは

ITマネジメント賞は、（社）全国土木施工管理技士会連

合会が募集する「土木施工管理技術論文」を対象にして、

『IT（情報技術）を利用して工事（改築・改修・新設・

維持等）の工期短縮、施工合理化、品質向上、安全性向

上、環境保全に役立てた事例』を取り扱った技術論文の

中で、最も注目される論文に贈られる賞です。賞の選定

は、審査委員会の審議により行われています。

JACICは平成18年度から「土木施工管理技術論文」の

募集に協賛し、ITマネジメント賞が創設されました。過

去3回は下表に示す技術論文がITマネジメント賞を受賞

しています。

●今回の受賞について

　「平成21年度第14回土木施工管理技術論文」として、

全国各地から技術論文が58編、技術報告が88編寄せられ

ました。

受賞論文は、58編の技術論文から選定されました。施

工目標と施工状況を数値的に算出し、所要の施工精度を

保つマシンガイダンス技術により、施工効率、安全性、

施工品質に多大な効果があったと報告されています。

●受賞論文の概要

　五所川原西バイパスでの盛土工に、情報化施工とし

て「マシンガイダンス技術：3D-MGブルドーザ」を導

入した例が報告されています。

ブルドーザに入力した3次元設計データ（施工目標）

と、GNSSで計測した排土板の位置（施工状況）を数

値的に算出し、所要の施工精度となるようにオペレー

タに指示するマシンガイダンス技術を導入したことで、

現場への丁張りの設置作業が大幅に削減され、さらに、

オペレータの熟練度に左右されず、数回の作業で確実

に所定の敷均し厚が得られるので、検測の省力化も大

幅に向上しました。

また、検測の省力化により、施工機械との接触事故

の危険性が高い区域内への検測作業員の立ち入りを少

なくすることができ、オペレータは建設機械本体の運

転に集中でき、作業ミスによる事故の低減等、トータ

ル的に従来施工に比べ施工効率、安全性、施工品質に

多大な効果がありました。

●おわりに

今年も「第15回土木施工管理技術論文」を募集します。

ITマネジメント賞を目指す論文を多数お待ちしています。

（経営企画部　参事　満田広司）
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第4回　ITマネジメント賞（第14回土木施工管理技術論文）
～JACIC協賛～

鋼桁を供用中の道路交差点上に架設する際に、GPSの三次元計測を実施

し、移動中の桁の三次元位置・姿勢を画面表示することにより、構造物

との離隔、架設桁の安全性を確認した。

施工機械に入力した三次元設計データをもとに、人工衛星（GPS、GLONASS）

を利用した測位情報とゾーンレーザ技術を組み合わせて、グレーダやフ

ィニッシャ等の施工機械の敷均し高さを自動制御し高精度な舗装の仕上

がりを可能にした。

GPS三次元計測を用いた

地組桁の輸送・架設

（神野勝樹）

第１回

（H18年度）

第２回

（H19年度）

第３回

（H20年度）

GPSを利用した「NSPシス

テム」による情報化施工

（中澤穣、赤田淳）

破断検知線（疲労きれつを早期に、確実に、安価に発見できるセンサー）

と無線ICタグを使い、一定間隔毎に断線情報（きれつ情報）を無線配信し、

鋼道路橋の支点部付近の主桁に発見されたきれつの進展を、遠方から常

時監視した。

鋼道路橋の支点部補強工

事における施工管理（疲労き

れつ監視システムと反力調整）

（石原拓土、峯田敏宏）

ITマネジメント賞の過去の受賞論文

回数（年度） 題目（著者） 注　　目　　点
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コンピューターウイルスの脅威
～ Gumblar（ガンブラー） ～
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１． はじめに
昨年の秋頃から、大手企業のWebサイトのページが、

Gumblar（ガンブラー）の攻撃によって、改ざんされた

という報道が相次ぎました。最近は落ちつきを取り戻し

たかのように思えますが、この攻撃はまだ収束しておらず、

進化を遂げて再度猛威を振るってくる可能性があります。

今回は、Gumblarはどのようなものか、感染の仕組み

について概略を解説します。

２． Gumblarについて
Gumblarは、2009年 5月頃から出てきた攻撃の手法の

ことで、攻撃パターンはいくつもあり、主にWebサイト

管理者の IDやパスワードの窃取、Webサイトの改ざん、

悪意のWebサイトへの誘導、Web誘導感染型マルウェ

ア注）への感染をひきおこしたりします。これらの複数の

攻撃を組み合わせて、巧みな攻撃により感染を拡大させ

ていきます。

2009年 10月には、新種のGumblar -Xが猛威を振るい、

特に大手企業のWebサイトの改ざんや感染被害が目立ち

ました。

脆弱ではないWeb サイトが書き換えられることが、

Gumblarによる攻撃の脅威です。

３． Gumblarの特徴について
Gumblar の特徴としては、攻撃者が正規な IDとパス

ワード情報を使用してWebサイトを改ざんするところに

あります。また、改ざんされたことが外見では判別でき

ないよう、難読化されたコードがWebサイトに埋め込ま

れるので、感染被害が起こるまで管理者が気付きにくい

点です。

ブラウザーのActive-Xや JavaScript などの脆弱性を

利用してスクリプトコードが実行され、悪意のマルウェ

アにより、FTPツールに登録している情報（ID/パスワ

ード）が窃取されます。この実行はほんの数秒程度なので、

管理者が気付きにくいのです（下図参照）。

４． まとめ
　このGumblarの攻撃は、まだ収束したわけではないよ

うですので、今後の対策は万全にする必要があります。

対策については、次の機会にご説明いたします。

注）Web誘導感染型マルウェア：利用者の意図に反して実行され
      る悪質なコードの総称

　

（システム高度化研究部　主任研究員　足田安司）

JACIC便り

Gumblarによる攻撃の仕組み
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研究助成成果概要

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    

松江工業高等専門学校　　　　　　

環境・建設工学科　講師　広瀬　望

耐候性鋼橋梁は、国内で多くの架橋実績がある。橋梁

建設地点における耐候性鋼材の適用性の可否を判断する

ためには、架橋周辺部における詳細な腐食環境計測を1

年程度継続しなければならない。また、この計測は多大

な労力を必要とするため、架橋後も継続することは困難

である。そのため、各地域の腐食環境の厳しさやその特

徴を広域で把握した上で、各橋梁予定地における腐食環

境を詳細に計測することによって、耐候性鋼橋梁の設計・

計画や適切な維持管理の効率化が図られるだけでなく、

LCCの低減を促進すると考える。

そこで、本研究では、詳細な現地観測結果と数値モデ

ルによる計算結果を組み合わせて、中国地方における耐

候性鋼橋梁の腐食環境評価マップを作製した。具体的に

は、詳細な現地観測による腐食環境の把握、長期シミュ

レーションに基づく大気環境予測、現地計測結果と数値

シミュレーション結果に基づく腐食環境評価マップ作製

とその妥当性の3点を行った。

具体的な研究成果は次のとおりである。

まず、山陰地方の複数の観測地点において、腐食環境

（気象要素、飛来塩分量、腐食減耗量など）を統合的に

観測した。その結果、山陰地方における腐食減耗量の空

間分布や腐食環境を左右する飛来塩分量の季節変化の特

徴が明らかとなった。飛来塩分量は冬期に大きく、夏期

に小さくなる。この傾向は、大気中のCl-イオンの季節変

化と一致する。これは、大気中のCl-イオンの時空間分布

を予測できれば、広域の飛来塩分量を把握できる可能性

を示す。

次に、領域気候モデルを用いて、2006年12月から2007

年11月までの長期シミュレーションを行い、中国地方の

大気環境を予測した。そして、中国地方におけるアメダ

スの気象観測結果と比較し、その妥当性を検証した。

その結果、ある程度の誤差はあるものの、概ね各地点

の風速、気温、湿度の傾向を再現していることが確認で

きた。

そして、現地観測結果と領域気候モデルの計算結果を

組み合わせ、既存の腐食環境評価手法を適用して、中国

地方における初年腐食量の空間分布を推定し、腐食環境

評価マップを作製した。また、山陰地方の複数地点で測

定された初年腐食量との比較を行い、評価マップの妥当

性を検討した。

本研究で作成した腐食環境評価マップの有用性は次の

2点である。一つは、耐候性鋼橋梁の腐食環境を簡易に

判断することができるため、架橋地点周辺の腐食環境

予測に基づく、耐候性鋼材の適用性の可否を判断する

資料として有用である。もう一つは、既設橋梁のメン

テナンスの優先度の一つの指標として利用できる点に

ある。

しかしながら、作成した腐食環境評価マップが現場

の技術者の使用に耐えうるものにするためには、評価

マップに必要な情報量の不足と、腐食環境評価の精度

の向上の二つを解決する必要がある。具体的には、よ

り長期の数値実験を行い、予想される腐食量の最小・

最大値やその変動幅を把握し、腐食環境評価マップに

必要な情報を追加していく必要がある。また、飛来塩

分量の数値シミュレーションの精度向上と、GISを用

いた観測データと計算結果の統合化による腐食環境評

価の妥当性検証を進めることによって、より現実的な

腐食環境評価マップの作製を試みる予定である。

　

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　

東京大学大学院工学系研究科

社会基盤学専攻　講師　井上　亮

近年、市場原理によって土地の高度・有効利用を促

進する施策の一環として、不動産市場の透明性の向上、

特に地価情報の更なる整備と公開の必要性が叫ばれて

いる。日本では地価情報の整備と公開の役割を、国土

交通省による公示地価など不動産鑑定評価に基づく価

格情報が担ってきたが、不動産市場での取引価格との

乖離が常に指摘されてきた。そこで、国土交通省は土

地の取引価格情報の公開方針を決定し、2006年4月から

｢土地総合情報システム｣上で公開している。

しかし、これら既存の地価情報は、時空間での解像

度が粗く、また鑑定価格・市場価格両面からの分析を

行うには情報不足であるなど、不動産市場の参加者に

価格動向情報を提供する上で限界が存在する。そのため、

市場参加者が関心を持つ土地の価格やその動向につい

て十分な情報提供を行うことができない。そこで、本

研究では、時空間で蓄積されてきた鑑定価格情報を活

用した内挿という手法に着目し、任意の地点・時点で

の鑑定価格情報の提供と、市場取引価格との比較によ

る市場分析が可能な環境の提供を目指した。

本研究では、時空間内挿手法として、空間統計学で

議論されてきた共クリギングを取り上げ、実証実験を

通して適用可能性を検討した。まず、公示地価の内挿

に補助変数として相続税路線価を活用して内挿精度の

向上を図り、一定の適用可能性を確認した。更に、鑑

定価格情報の時空間内挿に基づいて、取引価格情報・

鑑定価格情報の比較による地価情報の提供を試みた。本

研究の主な成果を以下に整理する。 

まず、地価内挿への共クリギングの適用可能性を、空

間相関を考慮した実証実験で確認した。2006年住居系用

途地域の公示地価を内挿対象変数、相続税路線価を補助

変数とし、空間共クリギングの内挿精度を評価した。実

験の結果、内挿地点から最寄りの補助変数までの距離が

近いほど、内挿精度が高くなる傾向が見られ、補助変数

を用いないクリギングより高精度の内挿が可能であるこ

とを確認した。また、等間隔に補助変数を配置するグリ

ッド型では、補助変数に距離が近い内挿点の精度が上昇

し、内挿地点に補助変数を与えるコロケーション型の内

挿精度が最も高くなることが確認された。

次に、時空間相関を考慮した共クリギングに関する実

験を行った。1999～2006年の住居系用途地域の公示地価

を対象変数、同期間の相続税路線価を補助変数とする時

空間共クリギングを用いて公示地価の内挿を行い、内挿

精度を時空間クリギングと比較した。その結果、全期間

で内挿精度の向上が見られ、補助変数を利用する効果を

確認できた。ただし、本実験では入力データの制約から

短期間の情報しか利用することができず、時空間相関構

造を正しく推定できていない可能性が示唆され、時空間

相関を考慮した共クリギングの地価内挿への適用可能

性については、今後更なる検討が必要である。

以上の二実験より、共クリギングの地価内挿への適

用可能性について、空間相関については確認し、時空

間相関については更なる検討が必要なものの内挿精度

の向上を果たすことは確認できた。 

また、地価の時空間内挿を利用した取引価格情報と

鑑定価格情報の比較による情報提供法を提案し、東京

23区の取引価格情報を用いた例示を通して、不動産市

場動向の把握に有効であることを示した。

このように、本研究では、地価内挿精度の向上に向

けた共クリギングの適用可能性について一定の確認を

行い、市場取引価格を用いた不動産価格の動向に関す

る情報提供法の提案を行った。

―――――――――――――――――――――――

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）
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コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成22年3月～5月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成22年 3月～5月）は次のとおりです。

● コリンズ 
コリンズの登録件数（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 

● テクリス 
テクリスの登録件数（契約額500万円以上） 

 3月  4月 5月

（　）：前年同月比

（経営企画部　参事　矢田敬）

（　）：前年同月比
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研究助成成果概要

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    

松江工業高等専門学校　　　　　　

環境・建設工学科　講師　広瀬　望

耐候性鋼橋梁は、国内で多くの架橋実績がある。橋梁

建設地点における耐候性鋼材の適用性の可否を判断する

ためには、架橋周辺部における詳細な腐食環境計測を1

年程度継続しなければならない。また、この計測は多大

な労力を必要とするため、架橋後も継続することは困難

である。そのため、各地域の腐食環境の厳しさやその特

徴を広域で把握した上で、各橋梁予定地における腐食環

境を詳細に計測することによって、耐候性鋼橋梁の設計・

計画や適切な維持管理の効率化が図られるだけでなく、

LCCの低減を促進すると考える。

そこで、本研究では、詳細な現地観測結果と数値モデ

ルによる計算結果を組み合わせて、中国地方における耐

候性鋼橋梁の腐食環境評価マップを作製した。具体的に

は、詳細な現地観測による腐食環境の把握、長期シミュ

レーションに基づく大気環境予測、現地計測結果と数値

シミュレーション結果に基づく腐食環境評価マップ作製

とその妥当性の3点を行った。

具体的な研究成果は次のとおりである。

まず、山陰地方の複数の観測地点において、腐食環境

（気象要素、飛来塩分量、腐食減耗量など）を統合的に

観測した。その結果、山陰地方における腐食減耗量の空

間分布や腐食環境を左右する飛来塩分量の季節変化の特

徴が明らかとなった。飛来塩分量は冬期に大きく、夏期

に小さくなる。この傾向は、大気中のCl-イオンの季節変

化と一致する。これは、大気中のCl-イオンの時空間分布

を予測できれば、広域の飛来塩分量を把握できる可能性

を示す。

次に、領域気候モデルを用いて、2006年12月から2007

年11月までの長期シミュレーションを行い、中国地方の

大気環境を予測した。そして、中国地方におけるアメダ

スの気象観測結果と比較し、その妥当性を検証した。

その結果、ある程度の誤差はあるものの、概ね各地点

の風速、気温、湿度の傾向を再現していることが確認で

きた。

そして、現地観測結果と領域気候モデルの計算結果を

組み合わせ、既存の腐食環境評価手法を適用して、中国

地方における初年腐食量の空間分布を推定し、腐食環境

評価マップを作製した。また、山陰地方の複数地点で測

定された初年腐食量との比較を行い、評価マップの妥当

性を検討した。

本研究で作成した腐食環境評価マップの有用性は次の

2点である。一つは、耐候性鋼橋梁の腐食環境を簡易に

判断することができるため、架橋地点周辺の腐食環境

予測に基づく、耐候性鋼材の適用性の可否を判断する

資料として有用である。もう一つは、既設橋梁のメン

テナンスの優先度の一つの指標として利用できる点に

ある。

しかしながら、作成した腐食環境評価マップが現場

の技術者の使用に耐えうるものにするためには、評価

マップに必要な情報量の不足と、腐食環境評価の精度

の向上の二つを解決する必要がある。具体的には、よ

り長期の数値実験を行い、予想される腐食量の最小・

最大値やその変動幅を把握し、腐食環境評価マップに

必要な情報を追加していく必要がある。また、飛来塩

分量の数値シミュレーションの精度向上と、GISを用

いた観測データと計算結果の統合化による腐食環境評

価の妥当性検証を進めることによって、より現実的な

腐食環境評価マップの作製を試みる予定である。

　

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　

東京大学大学院工学系研究科

社会基盤学専攻　講師　井上　亮

近年、市場原理によって土地の高度・有効利用を促

進する施策の一環として、不動産市場の透明性の向上、

特に地価情報の更なる整備と公開の必要性が叫ばれて

いる。日本では地価情報の整備と公開の役割を、国土

交通省による公示地価など不動産鑑定評価に基づく価

格情報が担ってきたが、不動産市場での取引価格との

乖離が常に指摘されてきた。そこで、国土交通省は土

地の取引価格情報の公開方針を決定し、2006年4月から

｢土地総合情報システム｣上で公開している。

しかし、これら既存の地価情報は、時空間での解像

度が粗く、また鑑定価格・市場価格両面からの分析を

行うには情報不足であるなど、不動産市場の参加者に

価格動向情報を提供する上で限界が存在する。そのため、

市場参加者が関心を持つ土地の価格やその動向につい

て十分な情報提供を行うことができない。そこで、本

研究では、時空間で蓄積されてきた鑑定価格情報を活

用した内挿という手法に着目し、任意の地点・時点で

の鑑定価格情報の提供と、市場取引価格との比較によ

る市場分析が可能な環境の提供を目指した。

本研究では、時空間内挿手法として、空間統計学で

議論されてきた共クリギングを取り上げ、実証実験を

通して適用可能性を検討した。まず、公示地価の内挿

に補助変数として相続税路線価を活用して内挿精度の

向上を図り、一定の適用可能性を確認した。更に、鑑

定価格情報の時空間内挿に基づいて、取引価格情報・

鑑定価格情報の比較による地価情報の提供を試みた。本

研究の主な成果を以下に整理する。 

まず、地価内挿への共クリギングの適用可能性を、空

間相関を考慮した実証実験で確認した。2006年住居系用

途地域の公示地価を内挿対象変数、相続税路線価を補助

変数とし、空間共クリギングの内挿精度を評価した。実

験の結果、内挿地点から最寄りの補助変数までの距離が

近いほど、内挿精度が高くなる傾向が見られ、補助変数

を用いないクリギングより高精度の内挿が可能であるこ

とを確認した。また、等間隔に補助変数を配置するグリ

ッド型では、補助変数に距離が近い内挿点の精度が上昇

し、内挿地点に補助変数を与えるコロケーション型の内

挿精度が最も高くなることが確認された。

次に、時空間相関を考慮した共クリギングに関する実

験を行った。1999～2006年の住居系用途地域の公示地価

を対象変数、同期間の相続税路線価を補助変数とする時

空間共クリギングを用いて公示地価の内挿を行い、内挿

精度を時空間クリギングと比較した。その結果、全期間

で内挿精度の向上が見られ、補助変数を利用する効果を

確認できた。ただし、本実験では入力データの制約から

短期間の情報しか利用することができず、時空間相関構

造を正しく推定できていない可能性が示唆され、時空間

相関を考慮した共クリギングの地価内挿への適用可能

性については、今後更なる検討が必要である。

以上の二実験より、共クリギングの地価内挿への適

用可能性について、空間相関については確認し、時空

間相関については更なる検討が必要なものの内挿精度

の向上を果たすことは確認できた。 

また、地価の時空間内挿を利用した取引価格情報と

鑑定価格情報の比較による情報提供法を提案し、東京

23区の取引価格情報を用いた例示を通して、不動産市

場動向の把握に有効であることを示した。

このように、本研究では、地価内挿精度の向上に向

けた共クリギングの適用可能性について一定の確認を

行い、市場取引価格を用いた不動産価格の動向に関す

る情報提供法の提案を行った。

―――――――――――――――――――――――

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）
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コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成22年3月～5月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成22年 3月～5月）は次のとおりです。

● コリンズ 
コリンズの登録件数（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 

● テクリス 
テクリスの登録件数（契約額500万円以上） 

 3月  4月 5月

（　）：前年同月比

（経営企画部　参事　矢田敬）

（　）：前年同月比
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「CALS/EC理解度チェックソフト」は、公共事業に

携わる方々のIT活用能力の習得・向上に効果的な研修や

効果的な学習環境の実現を支援するe-learning教材です。

平成21年6月に改定された電子納品運用ガイドライン（案）

などCALS/ECの最新情報を盛り込んだ2010年度版を6月

に発売しました。

「CALS/EC理解度チェックソフト」の概要

　

本ソフトを活用することにより、CALS/EC研修の予習・

復習、理解度のチェック、受験者の成績集計、研修の定

量的な効果測定ができ、効果的な研修が可能になります。

また、「―公共事業受発注者のための―改訂

CALS/ECガイドブック」（（財）経済調査会発行）と併

せて学習することで、より効果的な知識の習得が可能

です。

購入について

JACIC　CALS/ECホームページより、購入申込書

をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、FAXで

お申し込み下さい。URL：http://www.cals.jacic.or.jp/

（CALS/EC部　主任研究員　山田恭生）

２０１０.７月号
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「CALS/EC理解度チェックソフト」2010年度版　発売中！

CALS/ECコーナー

媒 体 CD（操作マニュアル付き） 

利用環境 Microsoft Windows XP / Vista / 7 

テスト ・５肢択一 20 問 / 制限時間 30 分 
・「CALS/ECの概要」、「公共事業のライフサイクルと
建設事業の標準化」、「電子調達」、「電子納品」、「工
事中の情報共有」に関する問題をランダムに出題
・平成 22 年 4 月 1 日現在の要領基準類の情報を反映

集計機能 受験者別の成績表示・印刷・保存 
分野別の成績表示・印刷 

販売価格 9,980 円（税込み、送料別）リピーター割引半額

e-BISCコーナー

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

回　　　答質　　　問

国土交通省電子入札システム推奨環境は、電子入札コアシステム推奨環境
を基本としています。Windows 7は、現在のところ電子入札コアシステムの
推奨環境に採用されていないことから、国土交通省電子入札システムにおい
ても推奨環境としておりません。国土交通省電子入札システムの推奨環境へ
の採用準備が整いましたらe-BISCセンターホームページにてお知らせいた
しますのでしばらくお待ちください。

ポップアップブロック機能によって電子入札システムへのログインが正し
く行えない状態にあると考えられます。国土交通省電子入札システムに接続
する際にはブラウザ、セキュリティソフト、インターネットツールバー等に
より、ポップアップブロック機能が働かないように設定してください。
ブラウザの設定については、e-BISCセンターホームページのお知らせ

2009年3月24日　「Windows XP SP2・3、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」をご覧ください。ブラウザ以外の
設定については、各ソフトウェアの提供元等にご確認ください。
その他セキュリティ設定やネットワーク設定が社内等で集中管理されてい

る場合があります。ご利用の端末で上記の対処が行えない場合や上記の対処
後も改善が見られない場合は、ポップアップブロック機能の解除についてシ
ステム管理者に確認ください。

国土交通省電子入札システ
ムはWindows 7に対応してい
ますか。

システムへのログイン時に
PIN番号を入力し、「OK」ボタ
ンをクリックすると下記のメ
ッセージが表示されます。解
決方法を教えてください。
「APPLET-CRITICAL
―（数字）―実行エラーが発生し
ました」
または
「APPLET-CRITICAL
―（数字）―画面操作時にエラー
が発生しました」

項　目

システム共通

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

登録部門：電子入札施設管理センター
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九州地方センターは、九州・沖縄地区の 8県・2政令
市とその県下の市町村を担当地域として、平成 6年 9月
に設立され、今年で16年目を迎えました。これまでに公
共事業の建設分野におけるICTを活用した業務の情報化・
効率化を支援・推進してきました。

平成22年度における九州地方センターの主な活動を紹
介いたします。

【コリンズ・テクリス】
◇コリンズ・テクリス (登録企業向け )
コリンズ・テクリスは、平成 21年 8月 18日より新登

録システム (Web版 )として生まれ変わりました。システ
ムの利用に当り、電話等でのお問合わせで、システム利
用の手続きやカルテ作成の操作方法を知りたいという要
望があったことから、当センターでは随時講習を受け付
けています。講習内容は、Web利用、再利用申込から、
実際にログインして企業情報の入力から工事や業務カル
テの作成、登録まで、ポイントを踏まえながら登録企業
の皆様に丁寧に分かり易くご説明しています。ご希望の
方はどうぞご一報ください。お申込みをお待ちしており
ます。

◇コリンズ・テクリス検索システム (発注機関向け )
地方自治体における検索システムの普及状況は、平成

22年 4月末現在で下の表のとおりで、概括すると、8県・
2政令市 (100%)、69市 (約 60％)、21町 (約 20％)、3市町
で試用中 (6カ月間無料 )の合計 103の自治体で利用され
ています。
今後は市町村への総合評価落札方式の導入拡大により、

当該検索システムの利用が普及拡大して行くものと思わ
れます。
なお、市町村の検索システム利用料金はコリンズ・テ

クリスそれぞれに1ユーザー年間10,500円でご利用でき
ます。

　
　

◇新コリンズテクリスWeb版検索システム(発注機関向け)
新しいWeb版検索システムは、平成22年2月4日 (木 )

より段階的にリリースを開始しました。第一次は国・県・
政令市のレベルにおいて、テクリス検索システムを利用
されている発注機関に対して、従来の検索システムと並
行して無料でご利用して頂いております。新しい検索シ

ステムでは、検索方法の大幅な改良、検索時間の短縮、
フリーキーワードによる検索が可能で、絞込検索が容易
になり、検索結果の比較表が容易に出来るなど、利用し
やすいシステムとなっています。
また、本年5月 27日 (木 )より第二次リリースとして、

テクリスの市町村への拡大と併せて、コリンズの検索シ
ステムを利用している全ての発注機関に対して、新しい
Web版検索システムの利用 (並行・無料 )をお願いして
参ります。

【RCCM資格】
◇RCCM資格試験準備講習会
平成22年度のシビル コンサルティング マネージャ

（RCCM）資格試験準備講習会は7月下旬から8月上旬に
各地区で開催されます。九州地区は7月30日 (金 )、福岡
市のヒルトン福岡シーホーク (旧 JALリゾート )にて開
催となります。また、沖縄地区は、7月 27日 (火 )、那覇
市の沖縄産業支援センターで開催されます。
その他の地区の日程、講習会詳細につきましてはホー
ムページ (http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2010.html)
をご覧ください。
なお、RCCM資格試験の本試験は平成22年 11月 14日
(日 )に各地区の試験会場で開催されます。

【電子入札コアシステム】
◇普及状況
九州地方センター管内では8県・2政令市、38市町村(内
ASP方式が 4市 )が採用し、31市町村が開発準備中とな
っています。(平成22年 3月 31日時点 )
その他にも、電子入札の共同利用や単独利用を検討し
ている地方自治体もあり、九州地方センターは、これま
でと同様に電子入札の導入に向けての効果や情報提供、
費用の概算額、手続き等の支援活動を進めていきます。
《運用中》
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県 (共同利用1団体 )、大
分県 (共同利用18団体 )、宮崎県、鹿児島県 (共同利用13
団体 )、沖縄県、北九州市、福岡市、那覇市、大村市、唐
津市、柳川市、長崎市、佐世保市
《開発・準備中》
熊本県 (共同利用2団体 )、鹿児島県 (共同利用29団体 )

◇九州・沖縄ブロック コアシステムユーザー会議
本年度のコアシステムユーザー会議は、7月下旬に福
岡市で開催を予定しています。会議を通して、各ユーザ
ー間の情報共有を図るとともに電子入札システムの運用
や機能要件の追加等の要望・意見などを取りまとめて、
更にコアシステムという公共性・機密性が高いシステム
に反映させて行くことにしています。

【九州建設技術フォーラム2010への出展】
九州地方センターは昨年度に引き続き今年も 10月 21
日 (木 )に、福岡市博多区福岡国際会議場で開催される「九
州建設技術フォーラム2010」に東京本部と連携して出展
し、JACICが事業展開する建設分野の情報システム全般
について紹介します。是非当センターのブースやプレゼ
ンテーションにお立ち寄りいただきますようよろしくお
願いします。　

（九州地方センター　センター長　日吉信介）

地方便り

県名 県・政

令市 

市 町 試用

市町

 計 

福岡県 3  17  10    30  

佐賀県 1  5      6  

長崎県 1  10  3  1  15  

大分県 1  9  1    11  

熊本県 1  9  3  1  14  

宮崎県 1  6      7  

鹿児島県 1  7  1    9  

沖縄県 1  6  3  1  11  

合計 10  69  21  3  103  

(平成 22 年 4 月 30 日現在) 
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2003建設技術ハンドブック

2004最新建設技術ガイドブック

JACIC情報
CD-ROM版JACIC情報
河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説
（平成9年6月）

100mメッシュ延床面積データ

パンフレット指定・任意の正しい運用について
（H15.8.1発刊）★

ボーリング柱状図作成要領（案）解説書改訂版

GISと市町村合併

地方公共団体のためのWeb GIS導入マニュアル

GISデータブック2010

地図を使ったWebサイト作成ガイド

災害復旧効率化支援システムPhotog-CAD★

CALS/EC理解度チェックソフト2010年度版

名　　　称 内　　　　容
内容
問合価格（円）

建設技術研究開発の基本方針、技術開発に関する諸制度、技術管理の
最新情報、入札・契約制度、コスト縮減、積算関係、建設技術開発、
技術管理業務等をわかりやすく紹介。

国土交通省等で行われる河川定期縦横断測量業務の実施方法、成果、
電子情報化等についての標準的な手法を掲載。

平成10年度から14年度までの５年間に「建設技術評価制度」「民間開発
建設技術の技術審査・証明事業」「建設技術審査証明事業」で評価、証
明された最新建設技術を掲載。
JACICの機関誌で、建設関連情報や、多様化する建設の動きを紹介したもの。
JACIC情報創刊号から59号までの記事を集録。

治水経済調査における家屋資産額算出時に必要となる延床面積のデータ。

積算システム基準書の設計変更の正しい運用について趣旨の周知と徹
底について解説。
ボーリング調査後に発注者へ提出する「ボーリング柱状図」の作成様式及びそ
の記入方法を記した「ボーリング柱状図作成要領（案）」の解説書。
複数の市町村間で別々に整備された地図データの共有化について検討し、
さまざまな課題の解決策を提示。GISや地図に関する問題・課題をGIS
という立場から平易に解説。
地方公共団体が運用するWeb GISの先進事例の紹介と、導入前から導
入基本計画、設計、開発、運用及びメンテナンスに至るまでの課題を
整理し対応策を提示。
国内で販売されているGISソフトウエアと地図データベースを紹介。
行政・教育機関、民間企業、NPO法人及び個人の方に至るまで、だれ
もが手軽に様々な情報を地図上に重ね合わせて提供できる、地図を使
ったWebサイトを作成するための方法を実践的かつ分かりやすく解説。
総合単価を使った災害査定申請業務をデジタルカメラを用いた写真測
量技術とCADを融合させた現地調査・測量、設計・積算等、一連の作
業をシステム化したソフトウエア。査定申請以外にも利用可能。
CALS/ECに関する最新情報を取り入れた問題を搭載したテスト形式（五
肢択一）のe-learning教材。学習者の理解度、研修成果の確認が可能。
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【建設行政ニュース】

７日　平成22年度高速道路無料化社会実験によるCO2排出量

の検討について                                       （道路局）

10日　「下水道におけるリン資源化の手引き」について

（都市・地域整備局）

14日　東京国際空港（羽田空港）再拡張事業の供用開始につ

いて                                                      （航空局）

14日　「地方公共団体における“地理空間情報”の活用の手

引き」の公表                                  （国土計画局）

18日　平成21年度GIS活用人材育成プログラムのテキスト等

公表について                                  （国土計画局）

21日　平成22年度都市景観大賞「美しいまちなみ賞」受賞地

区について                            （都市・地域整備局）

25日　国土調査事業十箇年計画について

（土地・水資源局）

26日　「公共工事等における新技術活用システム」の平成21

年度新技術活用状況について                （大臣官房）

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。

【公募情報（国・独法等）】199件 【公募情報（地方公共団体）】1,142件

5月のニュースから
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