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１．はじめに
JACICは、昭和60年11月15日の設立以来、情報化の進

展と変革の要請などに的確に対応するため、産官学と連

携し建設分野における情報化の諸事業を展開しています。

毎年10月にはJACICが取り組んでいる情報化の現状につ

いて広く知っていただくことを目的に、建設情報研究所

研究発表会を開催しています。

本年も10月27日（水）に東京・乃木坂で約110名の出席

者を得て「第12回建設情報研究所研究発表会」を開催し

ました。ここでは、研究発表会で発表された研究課題の

概要について紹介します。

２．研究発表会のプログラム
今年のプログラムは①最近の研究動向の説明②7件の研

究課題③１件の特別発表とし、昨年と同様に研究課題の

発表に重点を置いた編成としました。休憩を挟んで前半に、

最近話題になっているクラウドに関連した題材を含む研

究テーマを配置しました。

研究発表会の最初に最近の研究動向として、建設情報

研究所長の坪香理事よりJACICが取り組んでいる各種の

事業に関する最近の研究動向について説明1)がありました。

坪香理事の発表

３．研究課題の紹介1)

　研究課題を担当部ごとで整理すると次のようになります。

（1）標準部
標準部からは「社会基盤情報標準化推進計画2010-2012」

「自治体における電子納品要領の相違の分析」「アジア建

設IT円卓会議とデータブック」の3件の報告がありました。

いずれもJACICの推進する社会基盤情報標準化活動に関

する取組みの報告です。JACICnews No.256,257,258の「ニュー

スと解説」に関連記事が掲載されています。

（2）建設コスト研究部
　「地方公共団体向け積算システムの現状」として、

JACICが推進している地方公共団体向け積算システムの

全体構成，積算基準データ，Web版積算システムについ

て報告がありました。

（3）システム高度化研究部
　「建設副産物情報交換システムの改良」として、

JACICで運用している建設副産物情報交換システム（コ

ブリス：COBRIS）の概要，コブリス版クレダス集計機

能の概要，クラウドサービスの利用検討について報告が

ありました。

（4）CALS/EC部
　①「工事情報共有システムの普及促進に関する一考察」

として、情報共有システム間連携，クラウド技術を利用

したサービスモデル，モバイル機能等とクラウドとの連

携について、②「３次元データの利活用展望」として、

３次元データの利活用に関する現状の課題，問題解決の

ための考察，具体的な手法の提案，問題点と課題につい

ての報告がありました。

（5）コリンズ・テクリスセンター
　当センターは建設情報研究所の組織には含まれないため、

特別発表として報告を行いました。コリンズ・テクリス

についてこれまでの背景と経緯，登録の状況，新しい登録・

検索システムの特徴，今後の予定などについて紹介があ

りました。

４．おわりに
　今後も研究発表会の内容が、建設分野の情報化の業務

に携わる方々のお役に立てるよう、内容を充実させてい

きたいと考えています。

　研究発表会のプレゼンテーションの模様は動画として

公開していますので次のJACICホームページ左側にある

[JACIC業務案内：建設情報研究所(PDF、動画)]をご覧く

ださい（http://www.jacic.or.jp/）。 
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「電子入札コアシステム利用者会議」「コリンズ・テクリス利用者会議」
「コリンズ・テクリス特別委員会」 開催報告

特別委員会の模様

利用者会議の開催状況

平成22年10月4日（月）15:00～19:00東海大学校友会館

（霞が関ビル35階）においていずれも座長を山本幸司教

授（名古屋工業大学大学院）にお願いし、標記の利用者

会議及び特別委員会を開催致しました。会の趣旨及び参

加機関、議事内容について報告いたします。

１．利用者会議
○電子入札コアシステム利用者会議の趣旨

開催に当たり事務局より『本年5月に実施された行政

刷新会議「事業仕分け」の評価をいただいた当財団の実

施する電子入札コアシステム事業について、利用者の皆

様のご意見・ご要望を拝聴し、事業の改善方針に反映す

る。』との説明を行いました。

○コリンズ・テクリス利用者会議の趣旨

開催に当たり事務局より『本年5月に実施された行政

刷新会議「事業仕分け」の評価をいただいた当財団の実

施するコリンズ・テクリス事業について、利用者の皆様

のご意見・ご要望を拝聴し、事業の改善方針に反映する。』

との説明を行いました。

○各利用者会議の参加機関等

○議事内容

両利用者会議ではJACICより会議の趣旨、財団の概要、

各事業の概要、事業仕分けの結果報告の説明後、参加

された利用者の皆様から機能、性能、料金、運営、そ

の他についてご意見を拝聴いたしました。議事概要に

ついてはホームページをご覧ください。

２．コリンズ・テクリス特別委員会
○特別委員会の趣旨

開催に当たり事務局より『本年5月に実施された行政

刷新会議「事業仕分け」の評価をいただいた当財団の

実施するコリンズ・テクリス事業について、利用者等

でのご意見・ご要望、サービスの改善、事業のコスト

を勘案して、料金の見直し案について意見を賜り、事

業運営の適正化を図る。』との説明を行いました。

○特別委員会委員（五十音順）

座長　山本幸司　名古屋工業大学大学院　教授

委員　大久保博　市川市長

　　　小林康昭　足利工業大学　教授

　　　柴崎亮介　東京大学　教授

　　　長岡美奈　公認会計士

○議事内容

特別委員会では、JACICより委員会の趣旨、財団の

概要、「コリンズ・テクリス」の概要、事業仕分けの

結果報告について説明し利用者会議での参加者のご意

見を紹介の後、料金の見直し等について活発なご議論

を頂きました。

議事概要についてはホームページをご覧ください。

―――――――――――――――――――――――

利用者会議及び特別委員会における「議事概要」に

つきましては、http://www.jacic.or.jp/に掲載していま

す。

 （経営企画部　上席参事　落合清二）
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研究助成成果概要

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及びGIS連接に関する実証的研究

早稲田大学　理工研制御工学研究室

教授　橋詰　匠

１. はじめに

欧州のGALILEO、ロシアのGLONASS、GPSの近代化

など、屋外環境下における位置標定のためのインフラが

整備されつつある。また、これらGNSS（G l o b a l  

Navigation Satellite System：全世界的航法衛星システ

ム）とGIS（Geographic Information System：地理情報

システム）を組み合わせた製品や、これらを利用した新

しいサービスの普及が期待されている。さらに、GISの

整備に向けた地理空間情報推進基本法が制定されるなど

の背景のもと、地理空間情報の利用の動きは活発になっ

ている。このような環境において、道路管理においても

地理空間情報を活用する動きがある。その具体例として、

これまで紙でやりとりされていた情報を電子化し、ネッ

トワークで共有するCALS/ECや、受注者と施工現場の

やりとりや施工の効率化を目指す情報化（IT）施工が挙

げられ、調査、計画、設計、施工、施工管理という一連

の流れの中で建設事業の効率化が期待されている。

一方、申請者らはセンサ群を搭載した車両を用いた計

測システムであるモービルマッピングシステム(MMS)を

用いて、道路周辺の環境を計測することで、広範囲の

GISを自動生成する研究を行ってきた。本研究では、道

路管理への適用として、路面の現況調査および計測を

MMSにより行い、路面管理指標であるわだち掘れや平坦

性などの自動解析を行い、GISへの情報登録を自動で行

うシステムを構築することで、情報の共有化や人手を介

する作業を削減し、道路管理サイクル全体の効率化を目

指す。

２. モービルマッピングシステム(MMS)

MMSは、車両上部に3アンテナ方式のGPS-Gyro/IMU 

で位置姿勢を高精度に取得しながらGPS時刻と同期して、

レーザやカメラのデータを取得している。計測時は、周

囲の交通を乱さない速度での計測が可能であり、最大

80km/hでの計測が可能である。取得したデータは後処理

によって解析され、道路周辺の三次元モデル作成や、道

路周辺地物の高精度な位置計測が可能である。MMSで計

測される点群データは1時間で約1億点に上るため、効率

的なデータ使用のためには、GISへの登録やCAD連接の

手法を構築する必要がある。

３. 道路管理への適用

道路管理サイクルへのMMS適用を目指し、MMSを用

いた路面形状管理システムの構築を行い、システムの有

効性評価のための単体検証試験と実証試験を行った。

路面形状管理システムの構築では解析指標の中から、

わだち掘れ量と平坦性を自動解析し、GISへと自動登録

を行うシステムの構築を行った。また、MMSは計測され

たデータから道路地物を500分の1の精度で地物IDを付与

して電子データ化が可能であるが、本研究では更に計測

結果を拡張DMに自動変換することで、CADへの連接を

容易にした。

次にMMSの路面計測基本性能の単体試験として、固定

型の三次元レーザスキャナとの路面計測結果の比較検証

を行った。その結果、MMSは三次元レーザスキャナと比

較しても分解能や計測精度が劣ることはなく、広範囲の

路面現況を高効率に計測する手法として十分に有効であ

ることが確認できた。

構築した路面形状管理システムの有効性確認のため、

実環境下における路面形状解析評価試験を行った。評価

試験では、1000ｋｍ以上を1週間にわたり、計測し、構築

したシステムを適用した。その結果、わだち掘れや平坦

性の解析が正しく処理されていることが確認された。ま

たMMSの計測結果を3D CADへの読み込みを可能とし、

縦断線形や横断線形図作成にも適用し、有効性を確認した。

４. おわりに

　本研究では道路管理サイクル全体の効率化を目指し、

MMSデータから路面状態を自動抽出し一定区間ごとに

GISに登録するシステムの構築を行った。またMMSによ

る地物測量結果を拡張DMに自動変換することで、CAD

への読み込みを容易にした。

システムの実証試験の結果、本システムが正しくに機

能することを確認し、その有効性を確認した。

これによりMMSで計測した膨大なデータを容易に取り

扱いことが可能となったため、今後、MMSの利便性がさ

らに向上するものと考える。

今後は、わだち掘れや平坦性だけでなく、カメラ画像

からひび割れ率についても、自動解析を行うシステムの

構築を行う必要がある。これらが実現されれば、従来よ

りも簡易に現況計測が可能となり道路管理サイクルの効

率化が期待できる。
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研究助成成果概要

場所・モノ・事象に対する共通識別子「Uコード」を用

いた、公物管理業務の情報化および業務支援システムの

有効性に関する現場での検証研究

東京大学大学院情報学環

准教授　石川  徹

都市・建設分野においては、人々の日常生活を支える

社会基盤としての道路や河川（いわゆる公物）を適正に

維持・管理することが重要な業務として存在する。一口

に公物と言っても、道路、橋、トンネル、照明、標識な

ど多くの種類があり、それらの管理のためには各種台帳・

調書や申請書など膨大な種類と量の情報を扱う必要がある。

ただ、現在では関係各部署が個別の台帳を持つなど独自

の方法で管理している状況にあり、業務の効率化を図る

ため標準化・共有化された方法での情報管理が求められ

ている。とくに、公物そのものだけではなく、公物の管

理に付随する業務やそれに伴い発生する情報（たとえば、

事故や破損の日時・程度・状況など）についても情報の

共有化を進めることが、管理業務の高度化にとっては理

想的である。

また、公物に関する社会的背景として、道路、橋梁、

河川施設などの老朽化の問題があり、たとえば今後20年

ほどで建設後50年を越える橋梁が全体の半数近くに達す

るというデータもある。その一方で、維持管理（点検）

の未整備が指摘されており、橋梁に関しては約90%の市

町村で定期点検が実施されておらず、道路に関しては維

持管理計画を策定している市町村は全体の1%に満たない

という実情がある。このようなことから、都市基盤施設

の適切な点検・修繕計画を策定することが必要となって

いる。

以上のような背景のもと、本研究は、ITを活用した公

物管理業務の効率化を目指し、次世代の標準的情報社会

基盤の担い手として整備が進められている「uコード」

と呼ばれる固有識別子を用いた公物管理業務支援システ

ムを構築し、その利用に関する効果を検証することを目

的とする。

昨年度のJACIC助成研究では、都市における公物管理

の現状についての調査を行い、公物およびその管理業務

またそれに伴い発生する情報（事象）をuコードを用い

てコード化・電子化し共有管理することのできるシステ

ムを構築し、効果の机上検討を行った。本年度は、同シ

ステムに盛り込むべき重要な情報項目－とくに場所に関

する情報－を整理することによりシステムの改良を行い、

「公物－管理台帳－苦情－受付対応票」が相互に関連付

けられた状態で検索等の業務を行うことを可能にした。

さらに、本システムの利用の効果に関する具体的検証

データを収集し、業務の効率化という大きな目標にどれ

だけ貢献できるかを調査研究した。その際、事務所・出

張所への出向者の異動や今後増加する高年齢熟練技術者

の退職等を考慮し、公物管理業務に深い知識・経験の無

い人や、外部業者など初めて公物管理業務に携わる人、

また災害等緊急時の対応のために使いやすいシステムで

あるかどうかを調べるという点に焦点を当て、初心者17

名に被験者として協力していただいた。具体的には、各

被験者に、公物（今回は照明灯を対象とした）とその管

理台帳（照明調書）、およびそれらに関して寄せられた

苦情（相談受付対応票）に関する作業を、本システムと

紙資料を用いた２通りの方法で行ってもらい、それぞれ

に要した時間を測定した。作業の具体例としては、苦情

が寄せられた照明灯の調書を探す、該当する照明灯に他

の相談が寄せられているかを調べる、相談受付日の２週

間以内に他の相談があったかどうかを調べる、該当する

照明灯の前後200メートルにある照明灯を探す、などを行

ってもらった。結果から、初心者でも本システムを用い

た場合の方が紙資料を調べる場合より早く作業を行える

ことがわかり、今後同様のシステムを利用することの一

定の効用・利点が示された。

今後は、本システムを実際の業務現場で利用していた

だき効果を調べることとともに、情報検索履歴を用いた

データの関連付けや台帳以外の情報との連携を図ること

が求められると考えられる。

――――――――――――――――――――――――

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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情報セキュリティ
～　クラウドコンピューティング　～

１．はじめに

昨今、国内でもIT利活用の新たな動きとしてクラウド

コンピューティングの利用が進んできました。

システム構築費用やハードウェアなどのインフラを維

持管理する必要もなく、経費削減につながるメリットも

あるとされるので、民間企業に続き、地方自治体でも｢入

札調達システム｣や｢住民情報システム｣に、クラウドコン

ピューティングが利用されるようになってきています。

そのような中で、急速に進むクラウドコンピューティ

ング化に向けて、情報セキュリティの観点から主に気を

つけて欲しい点について説明します。

２．リスクアセスメントの実施　

リスクアセスメントは、既に実施済みの企業も多いか

と思いますが、クラウドコンピューティングサービスを

利用する上では、最も重要なプロセスかと思います。ク

ラウドサービス利用の際には、大小はあるものの、クラ

ウドサービスプロバイダ（CSP）が管理するインフラにデー

タ（情報資産）を預けることになるからです。言い換え

ますと、CSPにリスクを移転することになる訳です。

｢個人情報｣、｢顧客情報｣、｢企業情報｣等を分類整理し

てリスクアセスメントを実施し、特に、資産価値が高い

ものに関しては、情報セキュリティガバナンスの観点か

ら経営判断も必要となりますので、リスクの移転が可能

な情報資産であるかどうかの検討が重要です。

３．CSPの選択

次に、CSPの選択ですが、まずは情報資産を預けると

いう観点から、セキュリティ対策が十分に実施されてい

ているかどうかが判断の鍵となります。この点については、

セキュリティ対策もクラウド化されているため、ほとん

どの場合、容易に判断できるほど詳細な情報を得られて

いるとは言えません。ただ、サービスを受ける側からす

れば、何らかの評価方法が必要ですので、CSPを信頼す

るひとつの目安として、SLA※1の導入、ITIL※2ガイドラ

イン運用、SAS70 Type II※3の監査基準対応、ISO27001

／ISMS認証※4を取得しているかなどを踏まえて選択す

ることが重要です。

４．運用管理の明確化

今まで自身で運用管理していた形態から、一利用者へ

と大幅に変わるため、CSP側が実施するオペレーション

と利用者側で実施するオペレーションを明確にして、予

め責任範囲を決めておくことが必要です。

この点については、オペレーション以外にもクラウド

を利用するためのIDやパスワード管理、そしてバックアッ

プ管理も重要となります。

５．まとめ

クラウドコンピューティングサービスを利用する上で

の注意点としましては、これらはほんの一部であって、

最終的にデータを守る責任は利用側である企業にあるこ

とを十分認識することが大切です。

現在、経済産業省に於いて｢クラウドサービス利用のた

めの情報セキュリティマネジメントガイドライン｣の策定

を進めており、機会がありましたら、それらも解説した

いと思います。

用語解説

　

（システム高度化研究部　主任研究員　足田安司）

用   語解説

Service Level Agreement
サービスレベルに関する合意/サービス品質保証契約。
サービス提供者と顧客間で契約を行う際に、サービス
の内容と範囲、品質に対する要求（達成）水準を明確
にして、それが達成できなかった場合のルールを含め
て、あらかじめ合意しておくこと。

Information Technology Infrastructure Library
ITサービスマネジメントのグッドプラクティスとして、
英国政府機関OGC（Office of Government Commerce：
商務局）がとりまとめたもの。

Statement on Auditing Standards 70
米国公認会計士協会が策定した監査基準書第70号。
SOX 法に対応した情報セキュリティ統制の監査基準。
SAS70の報告書は、受託業務の内部統制の設計状況と
確立状況の自己評価を記したTypeIに加え、運用状況
の有効性を独立監査人が評価したものがTypeII。
SAS70は、アウトソーシング・サービス事業者の情報
処理や情報セキュリティにおける内部統制システムの
有効性を分析し、評価できる事実上の国際標準手法。

Information Security Management System
国際標準化機構 (International Organization for 
Standardization)が定めた基準に基づく情報セキュリ
ティマネジメントシステム認証制度。

SLA
(※1)

ITIL
(※2)

SAS70
Type II
(※3)

ISO27001/
ISMS認証
(※4)
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コリンズ・テクリスのパンフレットの紹介

コリンズ・テクリス(工事・業務実績情報システム)は、

公共事業の適正な発注の支援ツールとして財団法人日本

建設情報総合センター（JACIC）が提供している情報サ

ービスで、コリンズは平成6年から、テクリスは平成8年

からサービスを開始しました。

その後、順次、登録対象の拡大やシステムのバージョ

ンアップを重ねてきましたが、今般、開発を進めてきた

新しい Web方式のシステムをリリースしました。

新しいコリンズ・テクリスシステムは、平成21年8月に

登録システムを、検索システムについては平成22年2月に

テクリスを、5月にはコリンズの運用をそれぞれ開始し、

現行検索システムをお使いの方に並行利用の形で提供し

ています。

現在、検索システムを当センターのサーバにアクセス

する「検索提供」により利用されている皆様には、平成

23年度より、本契約をWeb版に移行する予定ですので、

よろしくお願いします。

このたび、登録システム、検索システム共に新しいシ

ステムをリリースしたことを機に、コリンズ・テクリス（工

事・業務実績情報システム）のパンフレットを作成しま

した。

このパンフレットにはコリ

ンズ・テクリスの概要を記載

すると共に、工事や業務の受

注から登録までの流れを示し

ていますので、発注者、企業

の双方に役に立つものとなっ

ています。

また、このパンフレットは、

印刷物として用意すると共に、

ホームページからも見ることができますので、是非ご覧

下さい。

http://ct.jacic.or.jp/news/pdf/cortec_20101001.pdf

（コリンズ・テクリスセンター　参事　齋藤博明） 

～発注者・監督職員の皆様へ～

指定・任意の正しい運用について

土木工事における仮設、施工方法等には、指定と任意

の部分があります。発注においては、指定と任意の部分

を明確にする事が必要です。

任意については、請負者が自らの責任において行うも

のであり、仮設、施工方法等については、その選択が請

負者に委ねられます。発注者、監督職員は任意の趣旨を

充分に踏まえ、不必要な指導を行わないようにしましょう。

指定・任意にかかわらず、当初発注時の条件を明示し、

将来の設計変更等が明確になるよう解説をしたパンフレ

ットです。契約約款の流れに沿った基本的な考え方を示し、

特に不適切な例を具体例で説明しています。

会計検査への対応についても、解説を加え、具体的で

理解しやすく作成しています。又、８ページの折り込みで、

A４版の大きさですので、手軽にそばに置かれ活用をし

ていただければと思います。

５枚組で420円（税込み）送料は当方で負担し無料です。

是非活用して下さるようご案内します。 　（建設コスト研究部　積算システム室長　飛田忠一）
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近畿地方センターの活動報告
地方便り

近畿地方センターは、関西地区の2府5県を担当地域と
して、平成6年9月に設立され、平成22年度に17年目を迎え、
さらなる国土交通行政の支援を目指し業務の推進を図っ
ています。
以下に平成22年度の主な活動内容を紹介します。

【コリンズ・テクリス】
平成21年度にこれまで開発を進めてきましたコリンズ・
テクリスの新登録システムを8月にリリースし、新検索シ
ステムについては、平成22年2月にテクリスを5月にはコ
リンズを現行検索システムと並行利用の形でリリースを
行いました。
現在、多くの発注機関においてご利用いただいており
ます。来年3月には現行の検索システムの運用を終了する
予定にしております。並行利用の申し込みがまだの発注
機関の方は並行利用のお申し込みをしていただきますよ
うお願いいたします。なお、不明な点等ありましたら当
センタ－までお問い合わせ下さい。

◇コリンズ登録の義務付状況
平成22年10月現在で約99％の発注機関において登録の
義務付がなされています。

◇コリンズ検索システムの利用状況
検索システムは、平成22年10月現在で約62％の発注機
関で利活用されています。その内訳は府県・政令市で100
％、市関係で約79％、町村で約38％です。

◇テクリス登録の義務付状況
平成22年10月現在で約98％の発注機関において登録の
義務付がなされています。

◇テクリス検索システムの利用状況
検索システムは、平成22年10月現在で約40％の発注機
関で利活用されています。その内訳は府県・政令市で100
％、市関係で約48％、町村で約23％です｡

【電子入札コアシステム】
◇普及状況
平成22年10月の全国での電子入札コアシステムの利用
状況は、595団体（運用中461団体、開発中134団体）です。
近畿管内では全ての府県政令市で、また53市町村等（運
用中41団体、開発中12団体）で利活用されています。

◇電子入札近畿連絡会議
コアシステムを導入し運用している39発注機関、46名（会
員数61機関）の方の出席のもと、平成22年7月13日に電子
入札近畿連絡会議を開催しました。
議長を大阪府総務部契約総務課　柴田様にお願いし、
意見交換を実施しました。
　

主な討議内容は
○システム障害の発生状況について
○行政刷新会議による電子入札コアシステムの今後の
運営管理について
○ソフトウェアのセキュリティの向上に関する事項等
熱心に議論していただきました。
事務局からは
○平成22年度改良項目等について
○暗号アルゴリズムの移行について等の情報提供を行
いました。
なお、会議の議事概要を近畿地方センターＨＰで掲載
していますのでご覧下さい。
また、会議での討議内容等を踏まえ、平成23年2月に全
国ユーザー会議を開催する予定ですので皆様方の積極的
なご参加方よろしくお願いします。

電子入札近畿連絡会議の模様

【建設ＩＣＴの振興】
◇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（ＲＣＣ
Ｍ）の資格試験に先立ち受験準備講習会を開催しています。
試験は（社）建設コンサルタント協会が平成22年11月14日
（日）に実施しました。
本年度の講習会は8月9日（月）大阪国際会議場（グラン
キューブ大阪）で開催し、303名の方に受講していただき
ました。受講されました全員の方の合格を祈念しており
ます。

【広報活動】
◇建設技術展
ＪＡＣＩＣが事業展開する建設分野の効率化に関する事業
紹介、ＣＡＬＳ／ＥＣ理解度チェックソフト、災害復旧効率
化支援ソフト、コリンズ・テクリス等の普及を図る目的で、
“建設技術展　2010近畿”に出展し、啓発活動を行います。
平成22年度は、マイドーム大阪（大阪市中央区）で12月
１日（水）～2日（木）に、開催されます。
是非お立ち寄りください。お待ちしております。

注：各数値は、ＪＡＣＩＣ近畿地方センタ－調べです。

　（近畿地方センター　センター長　今井範雄）
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会員情報の変更は下記のURLにアクセスして下さい。
http://www.jacic.or.jp/henkou.htmlお知らせ

ISO9001 印刷・製本　交文社印刷（株）
         電話    03-3267-1225

■編集・発行

JACIC news　平成２２年１２月１日発行

e-BISCコーナー

項　目 質　問 回　　　答

工事・業務

システム

共通

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

ICカードは何枚必要

ですか。

入札結果の詳細を公

表しているサイトを教

えてください。

電子入札システムはICカード一枚で操作できますが、ICカードの破損や不測の閉塞などに備えて、予備

カードの取得をお薦めします。

また、同時に複数の案件に参加するなど、操作時間に余裕がなくなることも考えられます。利用状況に

合わせた枚数の取得をご検討ください。

「入札情報サービス」（http ://www. i -pp i . jp/）または「港湾空港関連入札・契約情報」

（http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/）をご利用ください。

「入札情報サービス」では、国土交通省（港湾空港関係を除く）及び内閣府沖縄総合事務局の調達

情報を掲載しています。また、その他の発注機関の調達情報も閲覧ができます。

「港湾空港関連入札契約情報」では、国土交通省（港湾空港関係）の調達情報を掲載しています。

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

〒107-8416　東京都港区赤坂７丁目10番20号アカサカセブンスアヴェニュービル
TEL. （03）3505-2981〈代表〉　FAX. （03）3505-2966
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html
JACICホームページ http : //www.jacic.or.jp/

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成22年8月～10月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成22年8月～10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） 

 8月 9月

（　）：前年同月比

（経営企画部　参事　矢田敬）

（　）：前年同月比

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

前
年
同
月
比

前
年
同
月
比

国の機関 地方公共団体 国の機関 地方公共団体

1,731
(0.88)

2,126
 (0.60)

20,795
(1.28)

24,879
(0.88)

 8月 9月

1,211
(0.91)

1,363
(0.58)

3,576
(1.45)

3,323
(0.84)

10月

2,283
 (0.62)

28,319
(0.87)

10月

1,322
(0.51)

3,285
(0.90)
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