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平成２３年６月１日発行（毎月1回1日発行）

１．研究の背景と目的
　20世紀後半から社会資本は急速に整備されています。
これらの社会資本を適切に維持管理することにより、国
民の安全・安心を確保でき、社会資本のストック効果を
向上することが可能となります。そして、将来的には新
設の社会資本整備工事以上に、維持管理関連の工事が増
えてくるものと考えられます。
　そのため、近年、欧米やアジア諸国で採用されはじめ
ている事業執行方式であるPPP（Public Private Partnership：
官民連携）について、我が国における積算の考え方に導
入する際の課題等を明確にすることを本研究の目的とし
ました。PPPは平成22年5月17日に国土交通省が発表した
成長戦略の重要な検討テーマの一つでもあります。
２．研究会の実施
【外部委員】
諸外国の契約方式等に知見を有する産官学の有識者を
迎え、「PPP方式導入に関する研究会」を設立しました。
以下の6名に外部委員として参画いただきました。
１）高知工科大学の草柳俊二教授
２）社団法人海外建設協会の鈴木一専務理事
３）NPO法人社会基盤ライフサイクルマネジメント協会の有
　　岡正樹理事長
４）一般社団法人東京技術士会の二宮孝夫会長
５）日本工営（株）の林幸伸海外事業本部副事業部長
６）（株）オリエンタルコンサルタンツの宮内和則関西支店長
【研究会開催】
　第１回の平成22年7月22日から第5回の平成22年12月9日
までほぼ毎月開催できました。
【研究会の進め方と内容】
　PPPは以下に示すように、PFIよりも広い概念として
考えられています。

　

　

　そこで、まず海外の事例を収集・整理し、我が国にお

ける類似事業例を収集しました。特に、失敗事例から、
その課題と対応策について整理をしました。それらをと
りまとめて、我が国にPPP方式を導入する際の課題を整
理しました。
３．研究方法とまとめ（PPP導入の課題整理）
　国内外のPPP/PFIの事例において、事業破綻、撤退、
不成立等となったケースをとりあげ、リスクマネジメン
トの考え方で事例分析を行いました。
■リスクの体系化（管理項目）を検討しています。
１）組織的リスク、２）市場リスク、３）資金リスク、
４）外部リスク
■リスクの「大きさ」と「発生確率」による対応策の概
念図を用いて、各事例について分析しました。

■分析結果からリスク体系における課題の抽出例
１）組織的リスク…(a)人材雇用、人材開発、組織構造、
(b)需要予測の人為的ミス
２）市場リスク…(a)他プロジェクトの立ち上げ等に伴う
需要の変動、(b)物価変動
３）資金リスク…(a)プロジェクトファイナンスの欠如、
(b)資金回収困難
４）外部リスク…(a)政治等の介入、(b)契約に対する理解
欠如、(c)住民の反対、(d)法令
■まとめ
　研究会での議論及び事例の分析結果から、新しい事業執
行形態であるPPPは、官民のリスク分担及び寄与度等を明
確にし、顕在化及び潜在化している課題に対して総合的に
官民で協働することが重要であるとことが判明しました。
　現行の積算概念では、工事のみを対象とし、事業の維
持管理や運営までは対象外としています。今後の多様で
新しい事業執行形態等に合わせたプロジェクト費用、サー
ビス対価等の設定方法も対象とする積算サービスが重要
になると考えます。

（建設コスト研究部　主任研究員　鈴木信行）
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平成22年度の電子入札コアシステム開発コンソーシア

ム（以降：コンソーシアムという）の活動について報告

します。

１.  はじめに

コンソーシアムは、電子入札の標準的な機能を提供す

るアプリケーションソフトウェアである電子入札コアシ

ステム（以降：コアシステムという）の開発・提供を目

的に、平成13年7月に設立され平成22年度で第10事業年

度を迎えました。

JACIC、SCOPE（港湾空港建設技術サービスセンター）

を事務局とし、正会員、賛助会員、特別会員によって構

成され、多くの公共発注機関が特別会員として参加して

います。コアシステムは、現在603団体が採用し479団体

が既に電子入札の運用を開始しています。（平成23年3

月末時点：昨年比　採用＋29　運用＋51）

２．平成22年度活動状況

（１）統括会議

正会員の参加の下、コンソーシアムにおける最終決定

を行う場として毎年１回開催する会議です。平成22年度

の活動状況や決算、平成23年度の活動予定などを報告し

ました。

（２）仕様検討ワーキング

正会員の技術担当者が参加し、コアシステムの仕様や

認証、ユーザ要望への対応などについて検討を行う会議

です。平成22年度は6回開催し、主に質問回答機能や、

Windows7対応、認証局技術仕様書改訂等について検討

しました。

（３）地方ブロック会議

全国を9つのブロックに分けて実施され、各ブロック

のユーザ同士の情報交換を中心に平成22年度の改良項目

やWindows7対応、暗号アルゴリズムの移行スケジュー

ル等の情報提供を行いました。

（４）ユーザ会議

コアシステムのユーザを対象に地方ブロック会議の総

会として毎年東京で開催され、平成22年度は、73団体、

総勢129名が参加しました。（平成23年1月21日開催）

地方ブロック会議で挙げられた質疑やアンケート調査

の結果等を基に全国規模での情報交換を行いました。

また、LGPKIクライアントソフトに関するWindows7

対応及び暗号移行時の有償対応について事務局から提案

し意見を伺いました。

（５）特別会員会議

コンソーシアムの特別会員である公共発注機関が、一

同に集まり情報共有を図る会議として、毎年ユーザ会議

と同日に開催し、コアシステム未採用の団体を含む82団

体、総勢166名が参加しました。

今回は、暗号アルゴリズムの移行対応にあわせたコア

システムの旧バージョンのサポート期間延長や次期バー

ジョンのリリースについて事務局から提案し、議論を行

いました。

（６）利用者会議

平成22年5月の事業仕分け対象となった「電子入札シ

ステム運用管理」業務については、コアシステムが利用

されていることから、新たに利用者会議を設置し発注者、

受注者を問わず意見･要望を聴衆することとしました。

平成22年度は2回の会議を開催し、会議やアンケート

結果をもとに事業改善方針を提示しました。

（７）コアシステムの改良・検討

平成22年度は、事後審査型入札方式追加や総合評価方

式における表示順序変化モジュール、サービスパック等

をリリースしました。

また、改良検討として質問回答機能への機能追加、最

新クライアント環境対応、暗号アルゴリズム移行に関す

る調査・検討を実施しました。

（８）暗号アルゴリズム移行

経済産業省は、政府の方針として平成26年度から運用

開始が決定している暗号アルゴリズムの移行について、

関係省庁や民間認証局等を集めて研究会およびワーキン

ググループを開催しています。

JACICは、コアシステムが電子署名や暗号技術等を活

用し、多くの公共発注機関で利用されている電子入札の

アプリケーションであることから、経済産業省の要請を

受け、昨年度に引き続きこれらの取り組みに参加し意見

や提案を行いました。

３． 今後の取り組みについて

事業改善方針に掲げている、コアシステムの物品等機

能の充実や処理速度向上、ユーザサポートの充実、Saas

方式等を考慮した少額・少数利用の市町村へ向けた料金

体系追加等を順次進めてまいります。

（CALS/EC部　主任研究員　菊地修）

電子入札コアシステム開発コンソーシアム
平成22年度活動報告

CALS/ECコーナー
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１．はじめに

　JACICは、情報セキュリティの体系に沿って、「情報セ

キュリティポリシー（平成16年10月28日策定）」のもと

に「情報セキュリティ標準（平成19年6月1日策定、平成

21年9月7日改定）」、「情報セキュリティ実施手順書」の

策定を行ってきました。これにより、JACICの情報及び

情報システムをあらゆる脅威から守るために必要な情報

セキュリティを強化しています。

　今回は、ICカード(身分証明書も兼ねる)により、入退

室とパソコンの情報セキュリティの取り組みについて、

紹介します。

２．入退室の情報セキュリティ

　物理的な対策の一環として、情報及び情報システム等

を保護し、それらの損傷や利用妨害等を、防止すること

を目的として、執務空間を、一般区画、業務区画及びア

クセス制限区画として分類しています。

　入退室のしくみは、通常一般区画と業務区画の間はIC

カード、業務区画とアクセス制限区画の間は認証により

入退室管理を行い、情報漏洩などの情報セキュリティ事

故の防止を図っています。

　ドアは施錠した状態にしておき、入室の場合は、ICカ

ードを入室用ICカードリーダにかざし、電子キーを解錠

し入室を行います。

　退室の場合は、入室時の逆で、ICカードを退室用のIC

カードリーダにかざし、電子キーを解錠し退室を行います。

入退室のデータが一致しないとエラーになり、入退室で

きません。この様に、ICカードを所持している者しか入

退室できないようにしています。

　JACICをご訪問されるお客様には、エレベータホール

等にある電話にて連絡されて、担当者と同時入室してい

ただきます。ご不便をお掛けしますが、ご協力をお願い

致します。

３．パソコンの情報セキュリティ

　パソコン立ち上げの場合、ICカードをカード読み込み

機にかざして、ICカードによる本人認証を行います。ま

た、スクリーンセーバ解除においてもICカードによる本

人認証を行います。これにより、パソコン所有者以外は、

操作ができないしくみになっており、情報漏洩などの情

報セキュリティの事故の防止を図っています。このよう

にJACICでは、情報資産を不正アクセス、漏洩等の脅威

から保護するために適切な措置を講じています。

（システム運用部  参事　三宅基裕）

執務空間の区分

JACICの情報セキュリティ（2）
～入退室とパソコンの情報セキュリティの取組み～

JACIC便り
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特集：コリンズ・テクリス新時代

　コリンズ・テクリス（工事・業務実績情報システム）は、

発注支援のための情報システムとして平成6年に発足して

以来、多くの発注者に利用されてきましたが、2009年8月

には、バージョンアップした新しい登録システムを、

2010年5月には新しい検索システムをリリースしました。

　一方、公共調達をめぐっては、「公共工事の品質確保

の促進に関する法律（品確法）」が施行され、総合評価

落札方式での契約の普及が進み、公共事業の発注に客観

的なデータに基づく適正な発注が求められており、コリ

ンズ・テクリスの重要性がますます高まっています。

　本特集では、Web方式を活用した新しいコリンズ・テ

クリスの概要を紹介するとともに、公共調達におけるコ

リンズ・テクリスを含む建設情報システムの今後のあり

方についての議論を紹介します。

主な内容

　①巻頭言：国土交通省　技術調査課長　横山　晴生

　②座談会：出席者は次のとおり

　　　　　　名古屋工業大学　教授　山本　幸司

　　　　　　足利工業大学　研究員　小林　康昭

　　　　　　東京大学　教授　　　　柴崎　亮介

　　　　　　市川市　副市長　　　　土屋　光博

　　　　　　JACIC　理事　　　　　坪香　伸

　③JACICの取組み

　④コリンズ・テクリスへの期待

　⑤公共調達コーナー

　⑥地方センターコーナー　

　JACIC情報は、1冊1,050円（税込,送料別）です。ご購読

のお申し込み、お問い合わせは、総務部（Tel. 03-3505-2981）

までお願いいたします。

（経営企画部　参事　矢田敬）

　JACICは下記の日程で、被災県に派遣する東京都建設

局及び都市整備局の職員17名を対象に、災害査定支援ツー

ルPhotog-CADの講習会を実施しました。

日時：平成２３年４月２６日（火）  １３：３０～１５：３０

会場：東京都再開発事務所　４階　建設局研修室

　　　（中野坂上駅より徒歩約10分）

内容：災害査定支援ツールPhotog-CADの操作について

対象：東京都建設局及び都市整備局の土木担当職員

　東京都建設局及び都市整備局は、東北地方太平洋沖地

震における被災県（岩手県・宮城県・福島県）からの派

遣要請に応じ、災害復旧・査定業務を担当する職員を20

名派遣することとなりました。派遣開始は６月以降を予

定し、派遣期間は６ヶ月から１年とのことです。

　JACICとしてもPhotog-CADを通じて災害復旧・査定

業務を支援し、今回と同様に要請のある地方公共団体を

対象とした講習会の開催に応じる予定です。

GISコーナー

（システム高度化研究部　主任研究員　瀧口博之）

JACIC情報102号のご案内

東京都・被災県派遣職員を対象とした
Photog-CAD講習会の実施
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北陸地方センター活動報告
地方便り

　JACIC北陸地方センターでは、北陸地方における建設

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提供や普及支援、広報活

動等を行っております。

　その中から、北陸地方センターにおける平成22年度の

主な活動状況と、平成23年度の活動予定をご紹介します。

■「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23年2月13日～2月25日にかけて「石川県電

子入札操作講習会」を開催しました。当該講習会は平成

15年度から開催しており、今回が8回目となります。

　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17

回開催し、182名の方から受講していただきました。

　さらには、発注者向け3.5時間コースの講習会を開催（金

沢市で１回）したところ、石川県内の７市町村より12名

の方から受講していただきました。

　今回の受講者アンケートの結果では、いずれもご好評

をいただいておりますが、今後もさらなる電子入札シス

テムの普及・促進に向けて努力していきたいと思ってお

ります。

受注者向け講習会の模様（金沢市）

■「RCCM資格受験準備講習会」の開催

　平成23年度の「RCCM資格受験準備講習会」を、平成

23年7月29日（金）に新潟市で開催します。

　平成22年12月にRCCM資格制度の改定が行われ、建設

コンサルタント登録企業勤務者以外の個人での登録が可

能となり、それに伴い発注者や法人等からも受験が予想

されます。さらには、本年度から受験資格要件となる実

務経験年数の短縮が図られており、受験者数の増加が予

想されます。そのため、本年度は会場を新潟県庁に隣接

する「新潟県建設会館」に変更することとしました。

　当日は、JACICの長年の経験に基づいて作成したテキ

ストや想定問題集を基にした、有意義な受験準備講習会

を計画しておりますので、奮ってご参加下さい。

昨年度のRCCM資格受験準備講習会の模様

■「電子入札連絡会議（北陸ブロック会議）」の開催

　平成23年7月上旬に富山市内で、電子入札の普及と有

効活用を目的に「電子入札連絡会議（北陸ブロック会議）」

の開催を予定しております。

　会議には20機関（新潟、富山、石川の３県と各県の市

町村）の入札契約担当者から参加いただき、電子入札の

動向や運用状況などについて情報交換を行う予定です。

■「けんせつフェアin北陸2011」への参加

　平成23年11月4日（金）～5日（土）：新潟市内で「けんせ

つフェアin北陸2011」の開催が予定されております。

JACICでは「災害復旧効率化支援システムPhotog-CAD）」

等の展示・操作体験を計画しております。

■「標準化セミナー」を北陸地方で始めて開催

　JACICでは、社会情報基盤標準化の普及のために、標

準化セミナーを年２回全国各地で開催しております。

　今年度は９月９日（金）に新潟市で北陸地方では初めて

の開催が予定されております。講演内容は、社会基盤情

報標準化委員会の今後の計画や情報化施工、地方自治体

の事例などについてです。詳細は後日広報いたしますが、

関係者から多数のご参加をお待ちしております。

■「災害復旧効率化支援システム（Photog-CAD）」の

　 出前講座を実施します

　Photog-CADは、災害査定業務の省力化・効率化の

ための支援ツールとしてJACICが開発し、普及・促進を

図っております。

　北陸地方センターでは、受・発注者向けに直接システ

ムを利用した操作講習等の出前講座を行っております。

ご利用をお待ちしております。

（北陸地方センター　センター長　穂苅正昭）
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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）

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。

平成23年4月15日、国土交通省電子
入札システムはWindows7に対応いた
しました。OS、ブラウザ等の組み合わ
せは右表の通りです。なお、詳細につ
いては、e-BISCセンターホームページ
（http://www.e-bisc.go.jp/index.html）
の「電子入札稼働環境」をご確認くだ
さい。

※1 Windows XP Professional SP3, Windows XP Home Edition SP3
※2 Windows Vista Business SP1/SP2, Windows Vista Home Premium SP1/SP2
※3 Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium

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2月～4月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成23年2月～4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） 

 2月 3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

1,524
 (1.01)

3,649
 (1.14)

13,355
(0.90)

17,108
(0.97)

 2月 3月

342
(0.68)

421
(0.71)

1,455
(0.90)

1,411
(0.90)

4月

2,255
(0.88)

9,280
(0.77)

4月

4,129
(1.01)

1,679
(1.04)

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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1.0
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0.6
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－6－


