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平成２３年５月１日発行（毎月1回1日発行）

厳しい財政状況の下で公共投資が減少する状況にあっ

ても、適切な社会資本整備・維持管理は重要です。JACIC

は社会資本のプロセスのICT化による生産性向上を支援

するため、様々な分野で活動しています。

建設情報の特徴は、

①社会資本のライフサイクルが長い

②整備・管理のフェーズが多い

③生産に係わる関係者が多い

ことからJACICの開発・運用するシステムは、

　全体として一体的な運用

　長期・継続的に安定的運用

が求められています。

さらに、JACICとしても厳しい経営環境のなか、事業

仕分けの評価結果を受け、利用者のご意見・ご要望を踏

まえて作成した事業改善方針に基づき、システムの改善、

費用の削減の目標を設定します。

これらの目標を達成するため、事業実施にあたっては、

公益法人として中立性、公平性、守秘性、透明性の一層

の確保を図り、システムの統合化・効率化、より適正な

費用負担、新たな社会的要請への対応等の中長期的課題

について組織横断的な検討・改善に取り組むとともに、

社会環境の変化に耐えうる組織体制を整備し、ICTを中

心に総合的な技術力向上に努め、一体的なサービスを安

定的に提供します。

平成23年度における主要事業の計画は以下に示すとお

りです。

１．調査研究開発事業

１） 自主研究開発事業

JACICが自主的に実施する研究開発事業として、建設

情報研究所を核として以下の事項を実施します。

標準化活動においては、社会基盤情報標準化委員会を

運営するとともに、「社会基盤情報標準化推進計画2010-

2012」の達成に努めます。

電子納品要領の整理・体系化、情報ストックの連携利

用に資する要素技術・共通基盤の標準化、成果のライフサ

イクルにわたる利活用のための標準化、電子入札とCAD

に関する国際標準化活動の推進を引き続き行います。

さらに、第7回アジア建設IT円卓会議をソウルで開催

します。

建設情報研究所においては、建設情報分野の重要な課

題に対し、関連する知見を融合して対応するため特定の

研究について組織横断的な研究グループを編制し、社会

的な要請に対応する新たな建設情報サービスについての

自主研究を実施するとともに、研究成果発表会の開催、

研究助成事業の充実を図ります。

情報連携の高度化に関する特定研究では、建設情報の

共有・統合による新たな価値の創造、CALSの実現を目

的とします。

 サービス提供に関する特定研究では、利用者提供者双

方にとって効率的なサービス技術としてクラウド技術を

利用し、各種のデータを活用するしくみを検討します。

２）調査研究事業

JACICがこれまでに蓄積してきたノウハウを活かし、

以下の事項を実施します。

ａ）CALS/EC

ICTによる建設生産システムの高度化に寄与するため、

３次元設計データから情報化施工データの生成、モバ

イル機器を用いた現場プロセス検査の効率化、異なる

ベンダー間の工事情報共有システムの連携、国および

地方公共団体でのCALS/ECの導入促進を支援します。

ｂ）積算システム

積算業務の改善として多様な契約方式に対応した積

算システム等、積算業務の合理化及び効率化を支援す

るとともに、積算データコードの統一と標準化の可能

性の調査研究を推進します。

ｃ）地盤情報利活用の推進

社会資本の整備管理、防災、環境保全等を目的とす

る地盤情報の高度な利活用のため、地盤情報整備を支

援します。

ｄ）新技術活用の推進

公共工事等の品質確保、良質な社会資本の整備のた

めに有用な新技術を公共工事等において積極的に活用

するため、新技術情報提供の推進を支援します。

ｅ）流域基盤情報の整備活用

流域住民の安全・安心を向上させるため、流域基盤

情報のデータベース化等により、基盤情報の高度利用

を図るとともに河川業務を支援します。

ｆ）Photog-CADの改良と普及

家庭用デジタルカメラを用いて簡易に写真測量を行い、

CADで設計・積算を効率よく実施できるシステム

Photog-CADを開発、提供しています。災害査定申請

書類の作成を支援するだけでなく、維持管理目的、簡

易な設計等の日常業務に幅広い利用が期待されており、

改良と普及活動を引き続き推進します。

２．広報事業

広報事業では、JACICが取り組む事業活動の成果を広

く社会に還元することを目的として、講習会及びセミナー

等の開催、JACIC情報（機関誌）等の編集・発行、展示

会への出展、ホームページによる情報提供等を行います。

その他、建設ICT・CALS/EC普及活動、RCCM資格試

験受験準備講習会の開催、建設技術審査・証明事業及び

CALS/EC資格制度を引き続き実施します。

３．建設情報システム事業

１）総合情報サービス（JACIC-NET）

建設関連情報を収集蓄積し、インターネットを通じ情

報提供することにより、建設事業の効率化等の推進に努

めます。

２）入札情報サービス事業（統合PPI）

公共調達の透明性・競争性の向上のため、信頼性や利

便性の向上を図りつつ、入札情報提供サービスを引き続

き推進するとともに、利用発注機関の拡大に努めます。

３） 積算システム

国の土木積算システム、地方公共団体へのWeb版土木

工事積算システムの運用支援およびＸＭＬ形式の土木工

事標準積算基準データの普及を図ります。

４）工事・業務実績情報システム(コリンズ・テクリス)

公正な公共調達を支援し良質な社会資本整備を促進す

るための実績情報提供事業においては、コリンズ・テク

リス利用者会議における利用者の意見・要望を踏まえた

事業改善方針に基づき、JACIC全体の費用削減を図り新

利用料金を適用します。また、登録内容の充実、システ

ムのオープンソース化、Web化を取り入れた新検索・登

録システムの運用を推進します。

５）建設副産物情報サービス

　建設リサイクルを推進し、循環型社会を構築するため、

引き続きシステム改良に取り組み、建設副産物情報交換、

建設発生土情報交換の推進を図ります。

６）電子入札システム

電子入札施設管理業務では、電子入札コアシステム利

用者会議や利用者からの意見・要望を踏まえ、顧客サー

ビスの一層の充実、迅速化を図ります。また、情報セキュ

リティーマネジメント（ISMS）認証の継続的維持を図り

つつ、サブセンター機能を活用し、電子入札システムの

機能検証・安定稼動、利用者の信頼確保に努めます。

７）電子入札コアシステム

電子入札コアシステムの市町村への普及を引き続き推

進します。また、電子入札コアシステム利用者会議に提

示した事業改善方針に基づき、平成26年度の暗号アルゴ

リズムの移行時期にあわせ、物品・役務等の機能の拡充、

処理速度の大幅改善等を実現する電子入札コアシステム

の次期バージョン（V6.0）の設計を行うとともに、市町

村等の小規模発注機関の利用促進に資する料金体系の追

加の検討を行います。

４．建設情報システム改良事業

１）積算システム改良

 積算基準書の改訂に伴う積算基準データおよび必要な
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ｄ）新技術活用の推進

公共工事等の品質確保、良質な社会資本の整備のた

めに有用な新技術を公共工事等において積極的に活用

するため、新技術情報提供の推進を支援します。

ｅ）流域基盤情報の整備活用

　流域住民の安全・安心を向上させるため、流域基盤

情報のデータベース化等により、基盤情報の高度利用

を図るとともに河川業務を支援します。

ｆ）Photog-CADの改良と普及

家庭用デジタルカメラを用いて簡易に写真測量を行

い、CADで設計・積算を効率よく実施できるシステ

ムPhotog-CADを開発、提供しています。災害査定申

請書類の作成を支援するだけでなく、維持管理目的、

簡易な設計等の日常業務に幅広い利用が期待されてお

り、改良と普及活動を引き続き推進します。

２．広報事業

広報事業では、JACICが取り組む事業活動の成果を広

く社会に還元することを目的として、講習会及びセミナー

等の開催、JACIC情報（機関誌）等の編集・発行、展示

会への出展、ホームページによる情報提供等を行います。

その他、建設ICT・CALS/EC普及活動、RCCM資格

試験受験準備講習会の開催、建設技術審査・証明事業及

びCALS/EC資格制度を引き続き実施します。

３．建設情報システム事業

１）総合情報サービス（JACIC-NET）

建設関連情報を収集蓄積し、インターネットを通じ情

報提供することにより、建設事業の効率化等の推進に努

めます。

２）入札情報サービス事業（統合PPI）

公共調達の透明性・競争性の向上のため、信頼性や利

便性の向上を図りつつ、入札情報提供サービスを引き続

き推進するとともに、利用発注機関の拡大に努めます。

３） 積算システム

国の土木積算システム、地方公共団体へのWeb版土木

工事積算システムの運用支援およびＸＭＬ形式の土木工

事標準積算基準データの普及を図ります。

４）工事・業務実績情報システム(コリンズ・テクリス)

公正な公共調達を支援し良質な社会資本整備を促進す

るための実績情報提供事業においては、コリンズ・テク

リス利用者会議における利用者の意見・要望を踏まえた

事業改善方針に基づき、JACIC全体の費用削減を図り新

利用料金を適用します。また、登録内容の充実、システ

ムのオープンソース化、Web化を取り入れた新検索・登

録システムの運用を推進します。

５）建設副産物情報サービス

建設リサイクルを推進し、循環型社会を構築するため、

引き続きシステム改良に取り組み、建設副産物情報交換、

建設発生土情報交換の推進を図ります。

６）電子入札システム

電子入札施設管理業務では、電子入札コアシステム利

用者会議や利用者からの意見・要望を踏まえ、顧客サー

ビスの一層の充実、迅速化を図ります。また、情報セキュ

リティーマネジメント（ISMS）認証の継続的維持を図

りつつ、サブセンター機能を活用し、電子入札システム

の機能検証・安定稼動、利用者の信頼確保に努めます。

７）電子入札コアシステム

電子入札コアシステムの市町村への普及を引き続き推

進します。また、電子入札コアシステム利用者会議に提

示した事業改善方針に基づき、平成26年度の暗号アルゴ

リズムの移行時期にあわせ、物品・役務等の機能の拡充、

処理速度の大幅改善等を実現する電子入札コアシステム

の次期バージョン（V6.0）の設計を行うとともに、市町

村等の小規模発注機関の利用促進に資する料金体系の追

加の検討を行います。

４．建設情報システム改良事業

１）積算システム改良

積算基準書の改訂に伴う積算基準データおよび必要な

システム機能の強化・改良の支援を行います。

２）電子入札システム等改良

国交省電子入札システムの機能改良の支援を行います。

また、入札説明書等ダウンロードシステムの集約・統合

化や電子納品保管管理システムの構築に関する支援を行

います。

（経営企画部　部長　瀬戸馨）

CALS/ECコーナー

平成23年度「CALS/EC資格試験」のご案内

お知らせ
JACICでは、東日本大震災の対応としてJACICホームページ（http://www.jacic.or.jp/）に『震災被災地

支援』、『停電時の対応』について掲載しています。参照頂きますようお願いいたします。
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１．はじめに

　JACICでは、今般の地震により東北地方、関東地方な

らびに長野県、新潟県、静岡県で甚大な被害が生じてい

ることに鑑み、災害復旧支援のために災害復旧効率化支

援システムPhotog-CAD（震災復旧支援版）を被災地の

地方公共団体に無償で提供しております。

　（お申し込み方法はJACICホームページを参照：

http://www.jacic.or.jp/topics/2011032201/Provide-Photog.html）

２．Photog-CADの概要

　Photog-CADは、広く普及し高性能化の進む家庭用デ

ジタルカメラに着目して、災害復旧のための「災害査定

申請」を誰でも簡単で効率的に行える仕組みを目指して

開発したソフトウェアです。

　災害現場に、９点以上の参照点を選定あるいは設置し

て家庭用デジタルカメラで３方向から撮影すれば、写真

測量機能により断面図を作成し、ＣＡＤ機能により復旧

工事の設計と積算が効率的に行えます。

　結果は国標準の査定設計書が出力されますので、その

まま査定申請に利用できます。査定を受けて再設計が必

要になっても、三次元モデルができていますので、再び

現地で計りなおすことなく、朱入れにも対応した再設計

が可能です。

３．最新版システムについて

　今回配布している平成23年1月にリリースした最新版シ

ステムでは、９点以上の参照点を入力して標定計算を行

った後、自動マッチング機能を用いて対応点を増やし、よ

り詳細な表面モデルが発生できるようになりました。断

面の数が多く取れるようになったことを踏まえて、平均

断面法による容積計算の機能も付加いたしましたので、

査定設計書作成以外に多方面で御利用いただけるものと

考えております。

４．無償提供の状況

　電話または電子メールでJACICにお申し込みいただい

た被災地の地方公共団体に順次配布しております。多く

の反響をいただき、3月30日震災復旧支援版リリース後の

１週間（4月6日時点）で、21ライセンス分を配布いたしま

した。このソフトウェアが被災地の一日も早い復興のお

役に立つことを祈っております。

　

東日本大震災・被災地の地方公共団体に
Photog-CADを無償提供

 

 三方向から撮影した写真 

右正面 左

査定設計書の作成
 

設計・積算作業 

写真測量による横断図作成 

詳細な表面モデルの発生 

GISコーナー

（システム高度化研究部  主任研究員　瀧口博之）
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　（財）日本建設情報総合センターでは、財団の目的に合

致した、情報技術を活用し建設マネジメントの向上に資

する調査研究を対象に、研究助成を行っています。平成

23年度の研究助成を、以下のとおり公募します。

１．研究助成の対象
（１）指定課題：下表のとおり。

（２）自由課題

１）建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関する研究
（a）建設分野の情報化に関する企画、提案、標準化等

の調査研究

（b）建設情報の流通性の向上に関する調査研究

（c）建設分野のBPRに関する調査研究

２）建設分野の各種業務の情報化に関する研究
（a）土木工事積算業務に関する調査研究

（b）河川・道路・都市等における業務の情報化に関す

る調査研究

（c）防災業務の情報化に関する調査研究

（d）GISを利用した業務支援システムの調査研究

（e）CALS/ECに関する調査研究

（f）建設副産物情報交換に関する調査研究

（g）その他

２．助成対象者：上記研究項目に関心を有する大学、高

等専門学校、民間等の研究者とし、学識経験者等によ

る審査のうえ決定。

３．助成期間：助成期間は決定の翌日（8月上旬を予定）
から約１又は2年間で、報告書の提出は平成24又は25年

8月末。

４．助成金額：１件につき、指定課題は300万円以内、自
由課題は200万円以内。（平成22年度は、指10件、自6件

の助成を採択。）

５．申込み方法：助成を希望される研究者は、所定の申
請書に必要事項を記入のうえ、財団へ提出して下さい。

提出頂いた申請書は返却いたしません。予めご了承下

さい。研究助成要綱、申請書及びこれまでの実績につ

いては、JACICのウェブサイトに掲載。

　URL  http://www.jacic.or.jp/

６．応募期限、提出方法：平成23年6月30日（必着）、郵
送又はメール

７．提出先
〒107-8416　東京都港区赤坂7-10-20

アカサカセブンスアヴェニュービル

財団法人　日本建設情報総合センター　経営企画部　 

研究助成担当　宛

Ｅ-mail：kenkyujosei@jacic.or.jp

TEL.03-3584-2404／FAX.03-3505-2966

指１  
プロダクトデータモデル
の構築・利用に関する研
究（継続）

指２
社会資本の維持管理と多
様で膨大なデータからの
価値ある情報の抽出に関
する研究（継続）

建設分野における設計、施工、維持管理や各段階間の情報共有において、有効な手法と考えられ
るプロダクトデータモデルや３次元CADデータの構築・利用に関して、以下の内容を研究する。
①プロダクトデータモデルの構築手法
②プロダクトデータモデルの適用に関する研究
③３次元測量、３次元設計と情報化施工の一環プロセス
④３次元CADデータによる施工管理の高度化
⑤３次元CADデータによるライフサイクルにおける最適化研究
⑥その他、3次元データの活用に関する研究

膨大な情報の海から、真に価値のある意味情報に効率的に辿り着く手段として、オントロジー
やセマンティックWebの技術が研究されている。建設分野でも、建設生産プロセスの多様な主
体が多量のデータを作成・交換・蓄積している。特に維持管理業務の効率化のためには、膨大
なデータの海から意味のある情報を効率的に抽出する事やICT技術の利活用、GISを活用した
地理空間情報の活用・推進等が必要である。このため以下の内容を研究する。
①CALS/EC等で蓄積された膨大な情報を対象とした、頻出パターン抽出、相関ルール抽出、
クラス分類 、回帰分析等から、価値ある情報を創出する研究

②建設分野における用語や意味情報の共有に関する研究
③ICT技術（モバイル機器やセンサ、ICタグ等）による現場に即した利活用・効率化・高度化
の研究。

④アセットマネジメントにおける評価基準やデータ管理技術の研究
⑤GISを活用した効率的な社会資本台帳の構築等、情報の効率的な整理に関する研究
⑥維持修繕に関連した積算基準の検討や、その基準に基づいた積算方式等、契約・積算方式等
の研究

⑦位置情報を有する参照点のGISと連携した利活用に関する研究

指定課題

課　　題　　名 内　　　容

（経営企画部　上席参事　落合清二）

平成23年度 (財)日本建設情報総合センター研究助成公募案内

JACIC便り
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平成23年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内

●主催：財団法人 日本建設情報総合センター

●後援：国土交通省

●テキスト：「平成23年度RCCM資格試験受験準備講習

会テキスト」及び「想定問題・解答」（発行：（財）日

本建設情報総合センター）

●受講料：10,000円(税込み,テキスト代込,昼食無し)

●開催地・開催日・会場：表-1参照

●プログラム：表-2参照

●受講申込方法等：所定の申込書に必要事項を記入の上、

郵便振替払込金受領証のコピーを同封し、下記申込先

に郵送して下さい。電話による申し込みは受け付けま

せん。申込書用紙は当センターのホームページ

（http://www.jacic.or.jp/）からダウンロードできます。

●受付期間：平成23年6月1日(水)～平成23年7月13日(水)

●申込先：（財）日本建設情報総合センターRCCM講習会

事務局（〒107-8416東京都港区赤坂7-10-20アカサカセ

ブンスアヴェニュービル　Tel 03-3584-2404）

―――――――――――――――――――――――――

※RCCM資格試験は、(社)建設コンサルタンツ協会が平

成23年11月13日(日)に実施します。［受験申込書の販売：

6月13日(月)～7月22日(金) ※郵送購入の場合同日必着

とする，受験申込受付：7月1日(金)～7月31日(日)※郵

送の場合7月31日の消印有効とする］

※受験申込書の購入、手続き等、試験に関する内容は、

下記へお問い合わせ下さい。

(社)建設コンサルタンツ協会RCCM資格制度事務局

Tel 03-3221-8855 

     開催地

1  札　幌　

2  仙  台

3  東京１

4  東京２

5  新  潟

6  名古屋

7  大  阪

8  広  島

9  高  松

10   福  岡

11   沖  縄

開催日

7/28（木）

8/ 5（金）

8/ 3（水）

8/ 8（月）

7/29（金）

8/ 4（木）

8/ 5（金）

8/ 4（木）

8/ 2（火）

7/26（火）

7/28（木）

（経営企画部 参事 矢田敬）

札幌市中央区北1条西2丁目

仙台市青葉区柏木1-2-45

千代田区平河町2-4-1

千代田区平河町2-4-1

新潟市中央区新光町7番地5

名古屋市熱田区熱田西1-1

大阪市北区中之島5-3-51

広島市中区上八丁堀8-28

高松市松福町2-15-24

福岡市中央区地行浜2-2-3

那覇市字小禄1831-1

北海道経済センター

フォレスト仙台

日本都市センター会館

日本都市センター会館

新潟県建設会館

名古屋国際会議場

注）JACICnews4月号でご案内しました仙台会場は開催日と会場が変更になりました。なお、やむを得ない事由により会場等
      の変更がある場合は、JACICホームページでお知らせいたします。

会場名 住所 TEL 定員

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

八丁堀シャンテ

香川県土木建設会館（サン・イレブン高松）

ヒルトン福岡シーホーク

沖縄産業支援センター

011-231-1122

022-271-9340

03-3265-8211

03-3265-8211

025-285-7111

052-683-7711

06-4803-5555

082-223-2111

087-823-4550

092-844-8111

098-859-6234

300

250

400

400

160

300

300

150

140

390

180

表ー1　平成23年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場

時　 間

10:20～10:30

10:30～12:00

13:00～14:30

14:40～15:30

15:30～16:00

内　  容

挨　拶

建設コンサルタント業務とその管理（契約関係）

資格制度の概要と建設コンサルタントの課題１（業務関係）

資格制度の概要と建設コンサルタントの課題２（業務関係）

RCCM資格試験受験準備について

定員

発注機関講師

業務管理技術研究会委員

JACIC担当者

表ー2　講習会のプログラム

No.
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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

早稲田大学　理工学術院　創造理工学部　建築学科

教授　嘉納　成男

1.  背景と目的

　建築物の高度化により複雑な建築作業が必要となる半面、

職人の技能不足や管理技術者の配員数の削減により現場

における品質管理能力は低下しつつある。この原因の一

つとして、建築工事では目視で行われる品質管理項目が

多く、検査員のヒューマンエラーによる見落としにある

ことが指摘されている。

　検査員の視覚と判断力に頼った検査方法のみでは、品

質検査の信頼性を担保することは難しく、また検査記録

も後日における追証性に欠けるものとなっている点も多

くの問題を含んでいる。

　本研究では、鉄筋工事における品質管理について、検

査員が視覚として得られる情報を３次元スキャナーによ

る点群データとして収集し、それを分析することによっ

て検査・確認を着実に行うとともに、追証性を担保でき

る品質検査技術の確立を目的としている。

2.  鉄筋工事における計測実験とそのデータの解析

　鉄筋コンクリート造の共同住宅における鉄筋工事を対

象として柱筋、壁筋、梁筋並びに床筋について、３次元

スキャナーを用いて配筋状況を点群として取得した。そ

して、この点群データに基づいて、柱、壁、梁、床につ

いての配筋の間隔や径の識別を行った。

　データ分析の結果では、柱、壁については配筋の状況

を点群データによってほぼ把握することが出来ることが

分かった。また、梁及び床の配筋においては、梁鉄筋の

周りの型枠や床鉄筋の直下の型枠のために配筋状況を限

られた方向からしか計測できないため配筋状況の詳細は

把握出来ないものの、配筋状況の概要は把握することが

出来、３次元スキャナーが配筋検査方法の一つと成り得

ることが分かった。

3.  3次元情報に基づく建築各部の形状・位置の計測技術

     の開発

  鉄筋の計測における点群データの誤差を取り除く方法

として、点群の分布を極座標に変換した上で点群相互の

距離を求め、その距離が点群の計測間隔よりも一定以上

大きい場合に、ノイズとして取り除く方法を開発した。

これによって、鉄筋の周りに発生する大量のノイズを効

果的に除去することが出来た。

　更に、計測した点群から柱の縦筋とフープ、壁の縦筋

と横筋の点群に分離する方法を開発した。そして、計測

した柱筋及び壁筋の点群について、この方法論を用いて、

点群をそれぞれの鉄筋に分離することによって、配筋検

査で必要になる鉄筋の間隔や本数、径を求めることが出

来ることを示した。

4.  建築物の要求品質項目の３次元CADへの組み込み

  鉄筋コンクリート造建築物についての鉄筋工事に係る

品質検査について、品質管理項目を整理した。そして、

３次元スキャナーで計測した点群データと設計データと

を比較するには、３次元CAD上で品質管理項目や部材特

性を表現・蓄積する技術を開発した。

　まず、2章で計測した建物の詳細な配筋図を３次元

CAD上において従来の方法で作成し、その入力に多大な

労力とモデル作成の困難さがあることを明らかにした。

そして、ノンパラメトリックによる鉄筋モデルの作成が

必要であることを示し、詳細な配筋図を作成するために、

パラメトリックモデリング手法を援用し、有効であるこ

とを示した。

5.  結論

　配筋検査における３次元スキャナーの計測実験により、

計測間隔を2-3mm間隔にすることによって鉄筋の形状を

正確に把握することが出来、品質検査の形状データとな

り得ることを明らかにした。そして、このデータに基づき、

鉄筋の縦筋と横筋の分離によって、鉄筋の間隔や径の識

別をするとともに、３次元CAD上でパラメトリック手法

による詳細な配筋図を作成することによって設計図と出

来形の照合が可能になることを示した。

―――――――――――――――――――――――――

　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21年度に

は11件の研究助成を実施し、平成22年11月に「第8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）

研究助成成果概要
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東北地方センター活動報告
地方便り

　3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震後、東北地方

センターに対して、各方面の方にご心配をおかけし激励

を頂いたことを心から厚くお礼申し上げます。

　さて、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操作講習会、CALS/ 

EC推進のための電子納品講習会等を実施しております。

　今回は、平成22年度（後期）の主な活動と平成23年度

の活動予定を紹介いたします。

【平成22年度（後期）活動】

◆コリンズ・テクリス

　登録：テクリスの登録手続きの留意点、実績データの

活用方法について、受注者側「秋田県県土整備コンサル

タンツ協会会員」に、下記の内容を主に昨年10月29日秋

田市において出前講座を実施しました。

◎登録手続きの留意点について

・設計書コード番号、工期等にミスが多い。

・業務の実績内容がテクリスに網羅されるよう、業務分

野コード（8分野）、業務キーワード（5つ）の欄に可能

な限り記入。

・業務キーワードを入力する際は、同種・類似内容に相

当するキーワードにヒットされるよう考慮。

◎実績データの活用について

・発注者に対して、自社の営業資料として活用できる。

・自社の業務実績・技術者実績をデータベース化して、

受注事務等の効率化が図れる。　

　

出前講座の状況

【平成23年度の活動予定】

◆コリンズ・テクリス

発注関係事務の適切な実施が求められており、コリンズ・

テクリスの重要性が益々高まっています。「東北管内全

228市町村の活用状況は、コリンズ検索（59市町村）・テ

クリス検索（19市町村）」であることから、東北管内の市

町村に、「Ｗｅｂ版検索」の活用を働きかけます。

◆電子入札及び電子入札操作講習会

電子入札について、コアシステム特別会員及び市町村に

活用を働きかけます。

受発注者向けの説明会及び、パソコンを使い操作体験で

きる電子入札講習会を実施します。

◆災害ＰｈｏｔｏｇーＣＡＤ（フォトジ・キャド）

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）」を国、県、市町村

の災害担当者及びコンサルタント協会等に活用を働きか

けます。

◆ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会

ＲＣＣＭの資格制度。昨年に引き続き、ＲＣＣＭ資格試験受

験者のための講習会を開催します。（仙台会場は7月下旬

に開催予定）

◆東北地方ブロックコアユーザ会議

東北ブロック会議を開催し、運用上の問題・課題や改善

要望等、実務者レベルの情報交換を行い、コアシステム

の向上を図ります。

お問い合わせ先

（東北地方センター　センター長　川端壽男） 

JACIC東北地方センター

電話：022-223-9665

FAX：022-223-9673

mail：tohoku@jacic.or.jp

住所：仙台市青葉区二日町１６－１５

　　　アセンド仙台二日町ビル３階



登録部門：電子入札施設管理センター
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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５月１日発行

e-BISCコーナー

項　目 質　問 回　　　答

システム共通

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

申請書等や通知書等を
表示しようとすると｢署名
検証に失敗しました」と
表示されます。

ICカード取得者氏名が代
表者以外の場合でも案
件に参加できますか。

申請書等の提出時または通知書等の発行時に使用したICカードが有効期限切れなどに
より失効していた場合に表示されるメッセージです。この場合には、これらの申請書等を表
示する手段はありません。ICカードの不測の失効を事前に正確に把握することは困難で
すので、それら申請書等の後日閲覧の必要が生じると思われる場合には、初期閲覧時点
に印刷を行うなどのあらかじめの対策をしていただくことをお勧めします。
ただし、発注者からの通知書等について初期閲覧すら行えない場合には状況をお伺いい
たしますのでe-BISCセンターヘルプデスクにご相談下さい。

代表者からICカード取得者（名義人）への適切な権限委任により案件への参加が可能
になる場合があります。詳しくは、「電子入札運用基準」の「入札参加者のICカードの取り
扱い（代表者権限の委任等）」の項をお読みになり、案件の発注者にご確認ください。
「電子入札運用基準」（【工事・業務】／【物品・役務】）はe-BISCセンターホームページ
（http://www.e-bisc.go.jp/index.html）よりご覧いただけます。

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23年1月～3月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成23年1月～3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） 

 1月 2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

1,111
 (0.80)

1,524
 (1.01)

16,063
(0.83)

13,355
(0.90)

 1月 2月

535
(0.64)

342
(0.68)

1,725
(0.82)

1,455
(0.90)

3月

3,649
 (1.14)

17,108
(0.97)

3月

421
(0.71)

1,411
(0.90)

JACIC便り

国の機関 国の機関 地方公共団体地方公共団体
1.2

1.1

1.0
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0.6
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