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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。

先ず当センターにとっての昨年を振り返ってみます。

● 昨年5月に実施された、政府による「事業仕分け」の対

象に当センターが運用している「電子入札システム」、「工

事・業務実績提供システム（コリンズ・テクリス）」の

２つの事業が選ばれました。この「事業仕分け」の評価

結果を受けて、利用料金の値下げなどの検討に際しまして、

ご利用者の皆様のご意見・ご要望を拝聴すべく利用者会

議を設けるとともに、学識者にご意見を賜り事業運営の

適正化に資するため特別委員会を設置しました。合わせ

て実施したアンケート調査では、大変多くの利用者の方々

から回答をいただきました。皆様のJACICに対する暖か

いご支援とご協力に対し、この誌面を借りて改めてお礼

申し上げます。

● また、コリンズ・テクリスの発注者向けの「新検索シ

ステム」をリリースしました。Web方式を採用した新し

いシステムには、補償コンサルタント業務等の検索項目

を追加し、検索画面の見易さ、検索時間の短縮、フリーワー

ド検索など検索方法の大幅な改良を行いました。

● 次に、一昨年からの懸案事項でした入札情報サービス

（統合PPI）のレスポンスの改善は、ハード・ソフトの

大幅な増強により達成することができました。

● さらに、当センターが設置する「社会基盤情報標準化

委員会」では、昨年6月に第三次の「社会基盤情報標準化

推進計画2010-2012」を策定し、スタートさせました。

さて次に、新しい年を迎え当センターに求められる課

題と私の想いを順不同で述べてみます。

● 情報通信技術分野の革新は、スピードとその革新度合

いにおいて他の分野の追随を許さない状況にあります。

当センターも、一周遅れの感がありますが、昨年、コリ

ンズ・テクリスのWeb化を実現しました。これからも、

近年世の中を席巻していますクラウド方式の導入や、従

量料金を基本とした課金システムの導入、現在独立して

運用されている社会資本のライフサイクル全体に関わる

諸システムを、可能な限り連携したシステムとして再構

築するなど、JACICに対する期待は大きいと考えています。

● 先に述べた「事業仕分け」では、いずれの事業も行政

行為の一環と見なされ、「民間解放せよ」との指摘は全

くでず、主務官庁である国土交通省の更なる関与を求め

る評価を頂きました。当センターの業務の大半が行政行

為と見なされるものであり、行政の立場からの指導をこ

れからも仰ぎつつJACICの運営にあたって参ります。

● それに加え、引き続き厳しい経営環境が続くと想定さ

れる建設関連企業の皆様のために、少しでも経営の効率

化にお役に立てる仕事をしてゆかねばならないと考えて

います。すなわち、既存のシステムやデータを駆使し、

さらには新しいシステム開発も視野に、皆様の求める声

を的確なタイミングで把握し、自主性をもってそれに応

えてゆくことも基本であります。

今後も当センターが保有するICTのノウハウを活かし

て標準化活動を推進するなど、社会基盤のライフサイク

ル全般の情報共有環境を整備し、もって社会資本に関わ

る産業分野全体の効率化と品質の確保を図って参ります。

今年も、どうかJACICを何卒よろしくお願い申し上げ

ます。

新年のご挨拶

理事長　門松　武
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平成22年重大ニュース

　JACICの平成２２年の重大ニュースを紹介します。

１．2事業が事業仕分けの対象に

昨年5月に実施されました、行政刷新会議「事業仕分け」

におきまして、当センターが実施しております「電子入

札コアシステム」、「コリンズ・テクリス」が仕分け対

象事業となりました。事業仕分けの結果、国の関与の強

化・見直し、料金について見直し等の評価を受けました。

当センターでは、従来から利用者の利便性を向上する

ための努力をして参りましたが、事業仕分けを受けて、

更に両事業に関する利用者の皆様方のご意見ご要望を拝

聴し今後の当該事業の運営改善に活用するためアンケー

トの実施、利用者会議及びコリンズ・テクリス特別委員

会を開催するとともにご意見ご要望を踏まえ事業改善方

針（案）を提案しました。

今後も利用者の皆様方のご意見ご要望に沿った改善を

継続し、より使い易いシステムの構築に努めて参ります。

２．コリンズ・テクリスの新しいＷｅｂ版検索システム

リリース

平成21年８月のWeb方式による新しいコリンズ・テク

リス登録システムに引き続いて、昨年２月にテクリス版

のリリースを開始し、5月にはコリンズ版をリリースし

ました。現在、検索システムは約800の発注機関で利用

いただいております。

新しい検索システムは、利用者の使い勝手を考慮し、

次のような様々な改良を加えています。

①Web方式を採用し利便性が向上

②補償コンサルタント業務等の検索項目の追加

③検索方法の大幅な改良

④検索時間の短縮　等

なお、この新しいWeb版検索システムは、平成23年3

月末までの間、現在の検索システムとの並行利用ができ

るようにしております。

３．社会基盤情報標準化委員会の体制が一新し、新たな

推進計画が発進

平成12年度に設置された社会基盤情報標準化委員会は、

地方自治体等や民間のニーズにも対応した柔軟な電子納

品要領類の策定や、ツール類などの利用環境まで視野に

入れた一貫性のある検討などを骨子とする「社会基盤情

報標準化推進計画2010-2012」を決定しました。

また、委員長が中村英夫　東京都市大学学長から柴崎

亮介　東京大学空間情報科学研究センター教授にバト

ンタッチされ、電子成果利活用小委員会（小委員長：

皆川勝　東京都市大学教授）、CAD/データ連携小委員

会（小委員長：田中成典　関西大学教授）の体制で新

たなスタートを切りました。

４．JACIC創立25周年を迎え「将来を展望した新世

代ビジョン」に関する各種座談会・対談を開催 

JACIC情報100号「特集：JACICの新世代ビジョン｣

では、今後も活躍が期待される若手の研究者に司会・

コーディネートをお願いし、JACICが掲げる新世代ビ

ジョンに係る３つのテーマで座談会を開催しました。

①東京大学大学院情報学環　石川雄章先生の「建設情

報のライフサイクル」②東京大学空間情報科学研究セ

ンター　浅見泰司先生の「地理空間情報」③東京都市

大学工学部都市工学科　皆川勝先生の「クラウドへの

期待」です。

いずれの座談会でも斬新な視点で問題を捉え、ビジ

ョンの実現により国民が幸せになる明るい未来が開け

るとの展望が示されました。

５．業務執行体制の効率化、経費の節減

業務執行体制の効率化、経費の節減については、従

来から行っていますが、昨今の厳しい財務状況を踏まえ、

業務執行体制を見直し、人、物ともに一層のスリム化

を実施しました。

地方センターを含め、業務に見合った人員配置や、

電子機器類・物品の整理等により大幅な事務室面積の

減少、リース物品の減少・解約等を行い、従来にも増

して経費節減に努めています。

今後も随時見直しを実施しながら、効率的な業務執

行を図って参ります。

６．副産物・発生土システムで自工事のリサイクル率

の算定が可能に

建設リサイクルを支援する建設副産物・発生土両情

報交換システムに集計機能を整備しました。昨年１月

に全面的な見直しを行った発生土システムに引き続き、

10月には副産物システムに新たな機能として実装。国

土交通省が、統計法に基づき実施している建設副産物

実態調査（センサス）に準じて、代表的な指標である「建

設廃棄物の再資源化等率」や「利用土砂の建設発生土

利用率」をはじめ、建設廃棄物の有効利用、再生建設

ニュースと解説
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第8回研究助成事業成果報告会開催報告

資材の活用、建設発生土の工事間流用などの建設リサイ

クルに関する各種の量や率が、工事発注者や排出事業者

の単位で、簡単に算定できるようになりました。

 

７．入札情報サービス（統合PPI）の検索性能大幅改善

一般競争や公募型案件の増加に伴い、年々増加するア

クセスに対応するため、大幅な機器の増強を行いました。

平成21年度には１日あたり約50～100万ページ・ビュー

のアクセスがあり、特に午前中に集中し検索結果の表示

に遅延が生じていました。レスポンス改善を急務ととらえ、

平成22年1月にハードウェア等の更新・増強を行い、遅延

解消の結果、アクセスもこれまでの５割以上増加しました。

　また、検索時に複数機関の選択を可能にするなど機能

面の向上を図りました。

今後も多くの方に、より利用価値の高いサービスとな

るよう、日々、努めて参ります。

８．アジア建設IT円卓会議(第6回)を開催

平成17年度から土木学会情報利用技術委員会との共催

で毎年１回開催してきた「アジア建設IT円卓会議」を、

今年度も8月5日・6日の両日、東京で開催しました。今回

はフィリピン・タイを含む5ヶ国とアジア開発銀行から9

人の海外専門家を招聘して「公共事業における電子調達」

に関しての特別セッションなどを行いました。日本の主

導で策定された電子入札のUN-CEFACT標準、アジア開

発銀行や韓国による電子調達制度のアジアへの普及活動、

入札参加者の技術力評価のための実績データベースの取

り組みなど各国の取り組みに関する情報が紹介され、今

後の建設業の国際展開にとっても有意義な議論が交わさ

れました。

（総務部　次長　河上貞）

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22年11月15日（月）はあといん乃木坂（東京都港区

南青山1-24-4）で第8回研究助成事業成果報告会を開催致

しました。本報告会では、平成21年度研究助成事業11件

の内７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、CG、Web等の情報化に関して

沈　振江さんから金沢市の社寺仏閣をフィールドに「WEB

技術を用いた伝建地区における歴史的価値の創出に関す

る研究」について、広瀬望さんから橋梁の維持管理に寄

与する「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、豊田政史さんと大上俊之さん

から長野市付近をフィールドに「地域保全対策情報の提

供を目指した時空間測量によるウイークポイントマッピ

ング」について都市内水被害と山地土砂災害に分けて報

告がありました。

プロダクトモデル関連では、板倉賢一さんが「レーザ

ースキャナーによる地下構造物のプロダクトデータモデ

ル構築とその設計・施工・維持管理への適用に関する研究」

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」

についての報告がありました。

意味情報の共有に関する研究では、入札情報の取得に

ついて小俣尚泰さんから「情報爆発時代における入札情

報公開に対応するWebマイニング技術による入札情報検

索システムに関する研究」についての報告がありました。

情報化施工の一環プロセスの研究では、嘉納成男さん

から品質管理の高度化（鉄筋検査等）を目指した「RC造

躯体工事を対象とした３次元設計と測量技術に関する研究」

についての報告がありました。

報告書の内容は、JACICのホームページで公開してい

ますのでご覧下さい。

 

関西大学　田中成典教授の報告の様子

（経営企画部　上席参事　落合清二）

JACIC便り
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「電子入札コアシステム」 「コリンズ・テクリス」
利用者アンケートについて

平成22年9月末から10月にかけて標記の利用者アンケー

トを実施致しました。多くの利用者の皆様からご意見を

頂きました。ご協力有り難うございました。アンケート

結果は当センターホームページに掲載しています。本稿

では概要についてお知らせします。

1．趣  旨
昨年5月に実施された、行政刷新会議「事業仕分け」に

おいて、当センターが実施している「電子入札システム

の運営管理」、「工事・業務実績提供システム（コリンズ・

テクリス）からの情報提供」が対象事業となり、評価を

受けました。

当センターでは、評価結果を踏まえ、両事業に関する

利用者の皆様方のご意見・ご要望についてアンケートを

実施しました。

２．目  的
このアンケートは、利用者の皆様方のご意見ご要望を

拝聴し今後の当該事業の運営改善に活用するため実施し

ました。

３．アンケート概要
期　間：平成22年9月29日～10月15日

対象者：利用者である公共機関発注者、受注者（企業）、

関係団体

方　法：発注者に対しては、メールで周知のうえ、主に

Webで回答いただきました。（コア共同利用団体

への周知は母体団体より転送をお願いしました。）

受注者に対しては、当センターホームページ及

び関係団体を通じて周知のうえ、主にWebで回

答頂きました。

４．質問事項（回答は全て自由記載）
○電子入札コアシステム

〔発注者〕

設問１　機能・操作性について

設問２　性能（処理速度等）について

設問３　利用料金（水準・体系等）について

設問４　運営（コアシステムサービスセンタの問合

せ対応等）について

設問５　自由意見・要望について

［受注者〕

設問１　入札を行っている発注機関について

設問２　機能・操作性について

設問３　性能（処理速度等）について

設問４　電子入札システムの利用時間（運営時間に

対する意見等）について

設問５　電子入札の効果（人件費や経費の増・減効

果等）について

設問６　自由意見・要望について

○コリンズ・テクリス

〔発注者〕・〔受注者〕。

設問１　機能・性能について

設問２　処理時間（速度）等、性能について

設問３　利用料金（水準・体系等）について

設問４　システム運営（ヘルプ、メール、FAX、電

話等）について

設問５　自由意見・要望について

５．回答数
　

６．利用者会議等への報告
アンケート結果につきましては、「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」における資料として

報告しました。

――――――――――――――――――――――――

利用者会議及び特別委員会における「議事概要」及び

アンケートにつきましては、以下のURLに掲載しています。

http://www.jacic.or.jp/

（経営企画部　上席参事　落合清二）

○電子入札コアシステム 

発注機関等

総数 １８８

国の機関 ３１

独立行政法人等 １０

都道府県・政令市 ４８

市町村等 ９９

 

受注企業 回答者 

回答者 

総数 ４７２ 

民間企業 ４７２  

○コリンズ・テクリス  

発注機関等 回答者 

総数   ２５９  

国の機関    ４１  

独立行政法人等     ９  

都道府県・政令市    ３４  

市町村等   １７５  

 

受注企業 回答者 

総数 ８４５ 

コリンズ企業   ５３６  

テクリス企業   ３０９  
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JACICセミナー
「欧米の建設分野におけるVR(仮想現実)適用の最新事情」

開催報告
平成22年度第４回JACICセミナーは、平成22年11月８

日（月）午後、ホテルフロラシオン青山にて、VR（ヴァー

チャル・リアリティ）をテーマに、土木学会と共催で開催

されました。　

その前の週に仙台でCONVR2010（International 

Conference on　Construction Applications of Virtual 

Reality；建設分野におけるバーチャルリアリティ技術の

適用に関する国際会議）が開催されたことから、この国

際会議に来日された海外の専門家３人を含めた５人の講

師をお招きして最新の状況等を講演して頂きました。以

下はセミナーの報告です。

演題と講演者の一覧

１． VR(ヴァーチャル・リアリティ)とは

矢吹教授からは、VR（ヴァーチャル・リアリティ）に

関する解説をして頂きました。VRとは従来「仮想現実」

と訳されて可視化を主目的としたものと理解されていま

すが、実はそのような見かけや形を擬似再現するもので

はなくて、建物の本質をシミュレーションする技術であ

り「人工現実」と訳した方がピッタリとくる高度なもの

であるという解説がありました。その事例として海外の

先生から、以下実際の研究に関する報告をして頂きました。 

英国ダウッド教授の講演

２． 英国におけるBIMの進展と５次元の開発

ダウッド教授からは、英国においても建設業の生産性

は低く、この問題を解決するため、急速にBIM（Building 

Information Modeling：三次元モデルを用いた建物建設

管理の新しい手法）が進展しているという話を伺いました。

さらには３次元データに「コスト」と「時間」を加えた

５次元のモデルを作成し、全ライフサイクルを通じて利

用することで、この建設業の問題を解決したいとのこと

でした。

３． 仏国における環境基準と住宅設計

スーブラ博士からは、フランスにおける新しいグリー

ンビル政策の話がありました。2012年までに新築ビルの

エネルギー収支を50Kワット時/平米/年以下にするとい

う目標だそうです。このため博士のCSTB研究所では、

建物の総合的な消費エネルギーを評価するソフトを開発

しているそうです。断熱壁でエネルギー効率を上げてい

くと、断熱壁の生産に要するエネルギーが増加するため、

総合エネルギーを極小にする壁厚が計算できるという例

が紹介されました。

４． インターネット利用のCAD設計

ロー教授からは、ウェブを通じた三次元設計が出来る

時代になりつつあるという話を伺いました。IFC（Industry 

Foundation Classes）という建築における三次元データ

モデルを使えば、そのモデルをベースにしてウェブ上に

存在する各メーカーのオープンデータを取り込んで、か

なり実用に耐えうる三次元データが作成できるというこ

とを、実例を見せて説明頂きました。これは、BIMとイ

ンターネットの融合であり、現在話題になっている「ク

ラウドコンピューティング」の１例でもあるとのことです。

５． 国際会議CONVR2010の報告

蒔苗教授からはCONVR2010のホストとして簡単な報

告を頂きました。今回10回目で始めてのアジアにおける

開催であり、13ケ国から90名が参加したそうです。

　

以上の講演内容については、以下のJACICホームペー

ジでもウェブセミナーとして見ることが出来ます。是非

ご参照ください。

http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/

　　　　　　　　（標準部　主任研究員　河内康）

1 ． VRの応用に関する世界と日本の状況 

       大阪大学教授　矢吹信喜 

2 ． CONVR2010 の報告及びVR研究紹介

宮城大学教授　蒔苗耕司 

3 ． BIM の展開と５次元CAD 

英国ﾃｨｰｽﾞｻｲﾄﾞ大学教授　ﾅｯｼｭﾜﾝ･ﾀﾞｳｯﾄ  ゙

4 ． BIM-IFC を用いた建物の環境影響評価 

仏国立建築土木研究所博士　ｽｰｴｲﾙ･ｽｰﾌﾞﾗ 

5 ． ウェブで出来る建築土木CAD設計 

米国ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学教授　ｷﾝﾁｮｰ･ﾛｰ  

6 ． 解説・まとめと拡張現実感(AR)の将来 

               大阪大学教授　矢吹信喜 
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都道府県 政令指定都市 中核市 

95.7 % 52.6 % 40.0 % 

都道府県 政令指定都市 中核市 

97.9 % 63.2 % 32.5 % 

 都道府県 政令指定都市 中核市 

業務 97.9 % 84.2 % 62.5 % 

工事 100 % 100 % 70.0 % 

 都道府県 政令指定都市 中核市 

業務  95.7 %  78.9 %  30.0 % 

工事  93.6 %  78.9 %  25.0 % 

53.2 % 31.6 % 10.0 % 

都道府県 政令指定都市 中核市 

93.6 % 78.9 % 25.0 % 

都道府県 政令指定都市 中核市 

70.2 % 47.4 % 10.0 % 

都道府県 政令指定都市 中核市 

34.0 % 36.8 % 7.5 % 

都道府県 政令指定都市 中核市 

平成22年度調査「地方におけるCALS/EC動向」を公開

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とした「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」等の実施状況についてのアンケート調査を行い、

結果をホームページに公開しています。このたび平成22

年7月現在における動向を公開しました。

「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

１）CALS/EC推進協議会等組織の設置状況

組織の設置状況は前回平成21年度調査と大きな変化は

ありませんが、活動は休止状態であるとの回答が増えて

います。

２）アクションプログラム等の策定状況

平成22年度は、「CALS/EC地方展開アクションプロ

グラム（全国版）」によるCALS/EC達成目標の最終年

次にあたります。ご回答をいただいた自治体のうち平成

23年度以降のアクションプログラム等を策定済または策

定予定とする自治体は、14都県9市です。

３）電子入札の導入状況

都道府県、政令指定都市においては、すべて電子入札

を導入しています。中核市においては、平成22年度に新

たに3市が、共同利用方式またはASP方式により導入を開

始します。

４）電子納品の導入状況

平成22年度に新たに政令指定都市3市、中核市1市が導

入を開始します。

５）情報共有システムの導入状況

前回平成21年度調査以降に1県4市が新たに試行等に着

手した一方で、2県1市が導入システムを更新せず運用の

見直し（自前サーバ方式からASP方式への変更、サーバ

方式からメールを活用した方式への変更など）を行って

います。

６）CALS/EC関係の職員研修等の実施状況

職員研修等の実施事例としては、電子納品講習、CAD

実習などです。

７）CALS/EC関係の受注者向け説明会等の実施状況

受注者向け説明会等の実施事例としては、電子納品講習、

電子入札講習などです。

８）CALS/EC資格制度の活用状況

CALS/EC資格制度の活用事例としては、

・CAD研修ほか講習会等の講師を依頼

・業者選定の際の評価要件に指定

・電子納品支援（ITアドバイザー）を委託

・電子入札ヘルプデスクを委託

などです。

最後に、お忙しい中、アンケート調査にご協力をいた

だきました都道府県、政令指定都市、中核市のご担当者

の皆様にこの場をもって感謝を申し上げます。

＜ご注意＞

アンケート調査において回答を得られなかった自治体

の動向は、JACICが当該自治体のホームページ等から情

報を収集し、補正し、適宜その結果を反映させております。

そのため、本記事に示す結果と本文で紹介した公開URL

では、数字が一部異なっております。

　　　　（CALS/EC部　主任研究員　奥田暁）

CALS/ECコーナー
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中国地方センターの活動報告
地方便り

あけましておめでとうございます。

昨年は、コリンズ・テクリスのWEB化への移行で、利

用者の皆様にはお手数をおかけしました。より使いやす

いシステムにすべく随時改良を進めているところです。

引き続き率直な御意見・御質問をお寄せ下さい。

これからも中国地方の窓口として運営して参ります。

何卒よろしくお願い申し上げます。

【活動報告】

■ コリンズ・テクリス

○Web版検索システムの利用案内～発注機関の皆様へ

昨年リリースされた「Web版検索システム」を中国地

方の国、県、政令市、市町の皆様に案内しました。

今年4月からは、WEB版へ完全移行となりますので、

引き続き発注機関の皆様へ案内をさせて頂きたいと考え

ております。

○コリンズ検索システムの利用状況（中国地方）

平成22年12月現在で、約53％の地方自治体で利活用さ

れています。その内訳は、県・政令市で100％、市町村で

50％です。

○テクリス検索システムの利用状況（中国地方）

平成22年12月現在で、約32％の地方自治体で利活用さ

れています。その内訳は、県・政令市で100％、市町村で

28％です。

■ 中国地方ブロックコアユーザ会議

平成22年7月28日に、広島YMCAにおいて「中国地方

ブロックコアユーザ会議」を開催しました。中国5県1政

令市の担当者に出席いただき、電子入札コアシステムの

運用上の問題点や改善要望等について意見交換しました。

■ RCCM資格試験受験準備講習会

平成22年8月3日に、八丁堀シャンテにおいて「シビル

コンサルティングマネージャー（RCCM）資格試験受験準

備講習会」を開催しました。資格取得を志す96名の方が

受講されました。

平成22年12月にRCCM資格制度が改定され、資格登録

や受検資格要件が、以下のように変わりました。

・個人での資格登録が可能

・指導を受ける技術士を特定する必要なし

・受験に必要な経験年数3年短縮

（詳しくは、建設コンサルタンツ協会HPでご確認くだ

さい。）

■ 社会基盤情報標準化セミナー2010（広島）

平成22年9月14日に、広島YMCAホールにて「社会基

盤情報標準化セミナー」を開催しました。このセミナーは、

社会基盤情報標準化委員会のＰＲと策定標準の普及のた

め開催されているものです。今回初めて広島で開催し、

160名を超える大勢の方に参加頂きました。

内　容：３次元情報の活用と情報化施工

　　　　社会基盤情報標準化推進計画2010-2012

　　　　情報共有システムに関する新たな取組み

　　　　道路資産アセットマネージメントシステムの運用

社会基盤情報標準化セミナー（広島）の様子

■ 建設技術フォーラム2010 in 広島

豊かで美しい自然環境と調和した循環型社会の構築を

めざして、産学官が一体となって建設技術による環境対

策について情報交換を図ることを目的として、「建設技

術フォーラム」が開催されました。当センターは開催を

後援しました。

開催日：平成22年11月5日

会　場：広島市西区民文化センター

参加者：250名

主　催：建設技術フォーラム実行委員会

お問合せ先

（中国地方センター　センター長　鷲田治通）

JACIC中国地方センター
電　話 ：082-227-1105
F A X ：082-227-1106
E-mail  ：chuugoku@jacic.or.jp
住　所 ：広島市中区八丁堀4-4
  　　　  エイトバレー八丁堀8階
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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２３年１月１日発行

e-BISCコーナー

質　問項  目 回　　　答

システム

共通

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

「入札説明書・案件内容」に関す

る説明要求が行われた場合、質

問を登録した者以外がその内容

を確認することは可能ですか。

「参加資格なし/非指名/非選定/

非特定」や「非落札」に関する説

明要求を行った場合、他の応札

者からの内容確認は可能ですか。

「入札説明書・案件内容」に関する質問では、当該案件に参加可能な応札者の全てが

他の質問者の登録した内容を表示することが出来ます。ただしその際には、質問を登

録した者の事業者名称や質問者が添付した資料を表示させることは出来ません。

なお、工事・業務システムでは発注者回答時に資料の添付が行えるため、当該案件に参

加可能な全ての応札者は発注者が添付したこれら資料の表示・保存が行えます。

質問を登録した者以外の応札者の画面上では当該質問・回答項目を表示することがで

きませんので、内容確認はできません。

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9月～11月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成22年9月～11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） 

 9月 10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) 

2,126
 (0.60)

2,283
 (0.62)

24,879
(0.88)

28,319
(0.87)

 9月 10月

1,363
(0.58)

1,322
(0.51)

3,323
(0.84)

3,285
(0.90)

11月

1,828
(0.83)

24,098
(1.03)

11月

1,062
(0.72)

2,825
(1.00)

JACIC便り
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