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社会基盤情報標準化委員会(第23回)開催報告
―地方自治体電子納品モデルを再検討―

ニュースと解説
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平成２３年８月１日発行（毎月1回1日発行）

社会基盤情報標準化委員会（委員長：柴崎亮介東京大

学空間情報科学研究センター教授、事務局：JACIC標準部）

は、平成23年６月７日（火）グランドアーク半蔵門におい

て第23回委員会を開催し、2010年度活動成果について報

告しました。委員会は現在「社会基盤情報標準化推進計

画2010-2012」による新体制での１年目が終了した段階で

す。

委員会の状況

１． 2010年度活動体制

2010年度委員会の活動体制は以下のとおり、２小委員

会および傘下のＷＧにおいて行われました。

　　

(1) 電子成果利活用小委員会のミッションと2010年度

活動報告

この小委員会のミッションは、国以外に地方自治体な

ど多様なニーズに対応できる柔軟な電子納品要領を検討し、

社会基盤情報の電子化を促進すること。またそれぞれ維

持管理と施工に焦点を当てた電子データの交換・管理・

利用のあり方に関する検討を行うことです。このため

2010年度は、都道府県・政令指定都市・主たる都市に対

して、電子納品に関わるアンケート調査を独自に実施し

ました。その結果、多くの自治体が国土交通省版の電子

納品要領をカスタマイズして、あるいは簡略化して採用

していることが判明しました。

(2) CAD/データ連携小委員会のミッションと2010年度

活動報告

この小委員会のミッションは、データの交換や長期に

わたる横断的なデータ利用を促進する観点から、CADデー

タの利活用を踏まえたCAD製図基準の改訂検討、データ

連携のための共通コードに関する検討、データのXML標

準化と登録・流通・利用機構に関する検討を行うことです。

2010年度は「CAD製図基準簡素化に向けた調査」を行い、

その検討課題をフォーカスしました。測量の電子納品に

関連した「数値地形図データSXF仕様(案)」は成案を得

ました。また「CADによる数量算出」「建設分野の

XML記述仕様における建設コア用語」の検討などについ

てWG活動を行いました。

２． 地方自治体の電子納品モデルの再検討

既に電子納品を開始している多くの自治体で電子納品

要領のカスタマイズが行われている実情を踏まえ、また

未だ電子納品を始めていない市町村でも簡単に電子納品

を始めることが出来る条件を探るため、現行の要領から

自治体のニーズに沿った要領まで幅広い要請に適用でき

る電子納品のモデルを議論しました。

３． 2011年度活動方針

上記活動を踏まえ2011年度の各小委員会では、過去に

策定・運用されてきた標準類や電子納品の技術的な項目を、

細かく点検していく作業を始めることにしています。ま

た地方自治体の委員を中心とした意見交換会を行うこと

も明確にしました。

委員会の詳細や記者発表資料に関しては、同ホームペー

ジで参照出来ます。

　URL：http://www.jacic.or.jp/hyojun/

（標準部　首席研究員　河内康）

社会基盤情報標準化委員会 
委員長：柴崎亮介 東京大学 教授  

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/データ交換小委員会 
小委員長：田中成典 関西大学 教授

幹事会 

事務局 
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JACICセミナー 社会基盤情報標準化セミナーは、社

会基盤情報標準化委員会活動の紹介、標準成果の普及お

よび関係者のご理解を得る活動として、平成12年から毎

年開催しており、今年度は福岡市（九州）と新潟市（北陸）

で開催します。なお、北陸地方での開催は今回が初めて

となります。

セミナー内容は両会場共通で、前半は社会基盤情報標

準化委員会活動の紹介の他に、昨年度国土交通省で策定

されました電子納品等の運用に関するガイドラインにつ

いてです。休憩をはさみ後半では、地方で取り組んでい

るアセットマネジメントに関する事例紹介と、国土交通

省が一般化、実用化を進めている情報化施工をテーマに

予定しています。

社会基盤情報の標準化、CALS/EC等に関心のある皆

様方の多数のご参加をお待ちしております。

CALS/ECコーナー

JACICセミナー  社会基盤情報標準化セミナー2011
開催のご案内

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 4 : 4 0～15 : 3 0

1 5 : 3 0～16 : 2 0

1 6 : 2 0～16 : 3 0

1 6 : 3 0～

開　　会　　挨　　拶

国土交通省の新しい納品ガイドラインについて

　　　　　　　　　　 国土技術政策総合研究所 情報基盤研究室長　重高　浩一

　　　　　　　　　※新潟会場では情報基盤研究室 主任研究官　青山　憲明

社会基盤情報標準化委員会と自治体の活動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　JACIC 審議役兼標準部長 　秋山　実

休　　　憩

高知県のアセットマネジメント

　　　　　　　　 高知工科大学 社会マネジメント研究所長 教授　那須　清吾

建設会社が情報化施工を勝ち抜く方法

　　　　 (株)ﾆｺﾝ・ﾄﾘﾝﾌﾞﾙ ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ営業部 建設ICT推進課 ﾏﾈｼﾞｬｰ　濱田　文子

質　　疑　　応　　答

閉　　会　　挨　　拶

指定課題

（標準部　主任研究員　藤城忠朗）

JACIC便り

記

新潟会場福岡会場

時　間 テーマ及び講師

プログラム（予定）

日 時
平成23年9月2日（金）
　　13:00～16:30（受付開始：12:00）

平成23年9月9日（金）
　　13:00～16:30（受付開始：12:00）

アクロス福岡　7階　大会議室
〒810-0001　福岡市中央区天神1-1-1

建設行政担当者、建設業界関係者　等

Fax.03-3505-8983またはJACICのホームページ上でお申し込みください
http://www.jacic.or.jp/hyojun/event_2011.html
※本セミナーは「土木学会CPD」、「測量CPD」、「CALS/EC  CPD」の認定プログラムです

新潟県自治会館　1階　講 堂
〒950-0965　新潟市中央区新光町4-1

無料（事前登録制）【定員：150名】

場 所

参 加 費

対 象 者

申 込
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2010年度のＪＡＣＩＣ ＮＥＴ利用状況

１．はじめに

　JACIC NETは、会員制のネットワークを通じて建設

事業に関する情報を提供しています。会員の構成は官庁、

民間にわたっており、建設事業に関する情報の共有化に

貢献してきました。日々発表されます情報をリアルタイ

ムに提供し、利用者の手元まで迅速にお届けし、情報を

有効に活用していただいています。

２．会員数とアクセス数

　2011年3月末の会員数は1,276で、全アクセス数は192万

件でした。月別アクセス数は、図―１のとおりです。

　　

図―１　月別アクセス数

３．メニュー別アクセス数

　JACIC NETのメニューは、ニュース、発注情報、指

名停止情報、人事情報、データベース、予算、コリンズ・

テクリス検索の７種類に大きく分類されます。

　各メニューの詳細は、JACIC　NET→「サイトマップ」

→「メニュー内容説明」または、以下のURLを参照願い

ます。

http://www.jacicnet.jacic.or.jp/v04/f_sitemapsetumei.html

　2010年度のJACIC NET会員の利用総アクセス数は

1,921,802件でした。メニュー別のアクセス数を整理すると、

図―２のようになります。コリンズ・テクリス検索が全

体の70％（前年80％）を占めています。人事情報17％（前

年11％)、発注情報10％(前年6％)となっています。

図―２　メニュー別アクセス数

４．モニタリングによる調査等とコンテンツ見直し

　広くJACIC NET に関する意見を求めるため、昨年10

月から11月にかけてモニター調査員を募集し、モニター

調査員になっていただいた方を対象にアンケート調査を

実施しました。この結果を基に、ＪＡＣＩＣ内のフリートー

キングを実施し、短期的課題、中・長期的課題としてと

りまとめ、今後のクラウドコンピューティング化への開

発と併せ、JACIC NET のコンテンツの見直しに反映す

ることとしています。

５．これから

　会員の皆様へ価値ある情報を提供すべく、コンテンツ

等の見直しやモニタリングによる調査等の結果を踏まえ、

JACIC NETの利便性の向上を念頭に、本年10月からの

利用を目標に、現在、JACIC NET システムの再構築を

行っています。ご期待ください。

　これからもさらなる改善を図って参りますので、ご意見・

ご要望をお寄せください。

お問い合わせは、総務部コンテンツグループまで

　 TEL:03-3584-2405 

 　E-mail:jacicnet@jacic.or.jp

     　　　　　　　（総務部　参事　菊池正男）
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●はじめに　

　平成23年度も「第16回土木施工管理技術論文」におけ

る「第6回ITマネジメント賞」にJACICは協賛いたします。

● ITマネジメント賞とは

　ITマネジメント賞（表彰賞金７万円）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

ます。

　JACICは平成18年から「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

の技術論文についてはJACICnews７月号で紹介したとお

りです。

●本年度の論文募集

　過去の受賞論文ではGPSを活用した施工例やICタグを

活用した維持管理等が取り上げられましたが、以下の表

に挙げる特殊な技術を用いないテーマについても事例の

対象となります。皆様の多数のご応募をお待ちしており

ます。

内部または外部の情報共有システム

３次元データを活用した施工管理

電子化された図書類の活用

測量・検査の効率化

クラウド技術やASP（アプリケーション
サービスプロバイダ）の活用による効率
化、省力化

情報交換システム等の活用によるリサイ
クル、環境保全の推進、安全性向上

・IT(情報技術)を用いた内部あるいは外部との情報共有システムによる効率化
・プロジェクト管理システムによる進捗管理

・CADやコンピュータグラフィックによる３次元データの活用による施工の
効率化

・３次元データを用いたマシンガイダンスによる情報化施工
・３次元コンピュータグラフィックや衛星写真を用いた施工箇所の発注者や地
元住民に向けた効果的な説明・合意形成

・蓄積された電子納品のデータを保守工事に活用
・関係者内での電子図書の活用

・レーザースキャナを利用した測量、施工図面作成の効率化
・鉄筋コンクリート構造物の配筋検査を携帯端末により効率化
・デジタル写真を用いた検査により紙資料削減
・トータルステーションによる検査の効率化

・情報共有システムの共同利用

・情報交換システムによる廃材となるコンクリート塊や建設木材等の活用
・現場関係者、トンネル入坑者の自動管理
・過酷な環境(高圧力環境や低酸素環境)におけるWebカメラによる現場監視

ITマネジメント賞のテーマ例

テーマ 事　　例

（経営企画部　参事　桔梗靖之）

第6回　ITマネジメント賞のご案内
（第16回土木施工管理技術論文）

～JACIC協賛～
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研究助成成果概要

事前評価支援を目的とした植生圏に関する空間的分析シ

ステムの構築

摂南大学 工学部都市環境システム工学科

准教授　熊谷　樹一郎

1.　はじめに

　持続的な開発を前提とした社会資本の整備が望まれる

ようになって久しい。少子高齢化社会に向けた社会資本

の整備においては、環境に与えるインパクトをより慎重

に分析する必要性が益々高まってくる。したがって、多

様な尺度で現況を調査し、分析する姿勢が問われること

になるが、広域レベルの調査・分析では費用と労力の問

題が生じるとともに、局所レベルでのものとの連携が図

られておらず、現実には適した分析方法が存在していなかっ

た。

　環境を構成する要素として、植生の担う役割は大きい。

植生は、生態系を維持する自然環境の一部を成す役割に

加えて、環境保全、防災、景観などの面で重要な機能を

有している。従来までの施策を見ると、植生の量的な確

保に主眼がおかれる傾向にあったが、最近では質的・配

置的な問題も注目されるようになっている。特に配置的

な問題として取り上げられる植生分布の空間的な連続性

については、自然豊かな領域、都市化の進んだ領域、そ

れらを結びつける領域での役割を明確にした上で、スケー

ルごとに現況を把握していくことの重要性も指摘されて

いる。

　そこで本研究では、環境影響評価や景観分析、防災対

策などで対象となる植生圏を取り上げ、地理空間情報を

採用したマルチスケールでの空間的分析システムの構築

を試みた。具体的には、都府県レベル、市町村レベル、

局所レベルに区分した上で、植生圏の役割を調査・整理し、

空間的分析方法を開発した。

2.　研究の内容

（1）都府県レベルの空間分析

　これまでに著者らが開発してきた植生分布の分析方法

を採り上げ、植生の季節変化の影響を調査した。開発手

法では、衛星データから得られたNDVIを植生被覆量の

代替データとして適用し、植生分布の連続性の高低を表

すSSCと、郊外部と都市部をつなぐ植生の連続箇所を示

す植生分布変移軸を作成・抽出できる。

　本研究では、4つの観測季節のNDVIを適用した。その

結果、季節間での結果に差異が生じることが確認された。

そこで、計画の策定支援には観測季節ごとの分析と、四

季を通じた分析との両面が必要であることを指摘し、こ

こでは複数の観測季節を通じて少なくとも植生分布の空

間的連続性が維持される箇所の抽出法を新たに開発した。

（2）市町村レベルの空間分析

　市町村レベルでは、植生単体での調査に加えて、土地

利用や都市施設などとの関連性が議論されることに着目

し、河川・水路を対象にネットワーク空間分析を応用し

た空間分析方法を開発した。空間的自己相関分析をネッ

トワーク空間に応用するとともに、植生被覆率とSSCの

層数とを併用することによって、現存する植生の集積状

態と、植生分布全体での連続性の集積状態を分析するも

のである。分析法の適用の結果、郊外部で水路上に植生

が集積し、空間的連続性に寄与する箇所や、植生の希薄

な都市部の水路上で連続性の核となる植生分布が抽出で

きることが示唆された。

（3）局所レベルの空間分析

　局所レベルでは、植生の延焼遮断機能に着目し、避難

経路の選定支援情報の抽出を試みた。これまでに開発し

てきた分析方法を応用し、植生群と延焼の媒体となる建

物、避難経路の候補となる周辺街路との空間的な配置関

係から植生群の延焼遮断効果を分析するものである。分

析方法の適用により、周辺街路の単位長さあたりでの延

焼遮断効果が明らかとなり、植生群の寄与の具合が数値

化できることが確認された。

3.　おわりに

　植生分布の空間的な配置の問題を複数のレベルで分析

する方法を開発した。分析より得られた植生の役割・機

能はレベル間で相互に関連されることによって、計画立

案や政策へのより高度な指針となるものと考えている。

　

―――――――――――――――――――――――――

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）

     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.

JACIC便り
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1.  はじめに

　Photog-CAD（災害復旧効率化支援システム）は、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、災害査定業務の支援ツールと

してJACICが開発し、普及・促進を図っております。平

成23年1月にリリースした最新版システムの特長である3

次元計測機能、およびGPS・GISとの連携について、展示

会と学会で紹介しました。

　Photog-CADの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3次元表面モデルが発

生できるようになりました。

　今般の地震では、甚大な被害が生じていることに鑑み、

被災した東北・関東地方の地方公共団体に災害復旧支援

のため、この最新版システムを「Photog-CAD震災復旧

支援版」として無償で提供しています。

2.  3次元計測機能の紹介

　5月18日、川崎市産業振興会館にて開催されたSPAR2011J・

第7回3次元計測フォーラムの土木セッションにて、

Photog-CAD を中心にJACICにおける3次元データの利活

用と標準化に関する取り組み、および被災地支援につい

て紹介しました。

JACICにおける3次元に関する研究としては、社会基盤

情報標準化委員会活動の一環としての3次元CADと3次元 

プロダクトモデルの検討、自主的な研究開発として実施

しているPhotog-CADの開発、および受託研究の中で3次

元を考慮しながら進めています。

同日の午後からは会場を会議室に移し、セミナー形式

でPhotog-CADの機能を詳細に紹介しました。来場者には、

パンフレットと試用版のインストールCDを配布しました。

　SPAR2011J・第7回3次元計測フォーラムでは、Photog-

CAD が災害査定設計書の作成支援ツールであると同時に、

写真測量技術による3次元計測ツールとして災害以外の用

途に有用であることも補足しました。

3.  GPS・GISとの連携の紹介

  5月25日、幕張メッセ国際会議場にて開催された日本地

球惑星科学連合2011年大会の地図・空間表現のポスターセッ

ションにて、Photog-CAD―An easy tool for making DSM

―というタイトルで発表しました（DSMはDigital Surface 

Modelの略）。

　Photog-CADは、災害現場に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。昨年頃からGPS

機能付きの家庭用デジタルカメラが様々なメーカーから

販売されましたが、Photog-CADの撮影をGPS機能付き

のデジタルカメラで行うことにより、被災地の位置を正

確に把握可能となり、撮影位置情報を利用してGIS上に

表示し、GIS上で正確な位置を把握しながら個々に査定

した工事費をある範囲内において総計することもできます。

　Photog-CAD、GPS機能付きのデジタルカメラ、およ

びGISの3つを組み合わせることで、より災害査定業務の

効率化をはかることができます。日本地球惑星科学連合

2011年大会では、多数の来場者にパンフレットを配布し

ながら掲示したポスターの内容を説明しました。海外か

らいらした来場者からも、便利で役立ちそうなシステム

であるとの評価をいただきました。

SPAR2011J会場にて 日本地球惑星科学連合2011年大会会場にて

（システム高度化研究部　主任研究員　瀧口博之）

Photog-CADの3次元計測機能とGPS・GISとの連携の紹介

GISコーナー
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中部地方センター活動報告
地方便り

　ＪＡＣＩＣ中部地方センターでは、コリンズ・テクリスの

お問い合わせへの対応や公共事業に関わるＣＡＬＳ／ＥＣの

普及と支援、その他広報活動を行っております。

平成２３年度の主な活動予定についてご紹介します。

■ 中部地整建設ＩＣＴ導入普及研究会

　中部地整では建設ＩＣＴについて、研究から普及導入に

向け新たなスタートとして平成２３年６月１３日に建設ＩＣＴ

導入普及研究会総会（第１回）が開催されました。ＪＡＣＩＣ

中部地方センターも参画しております。

　今回の総会では、全国の一般化・実用化スケジュール

に先立ち、平成24年度から一部技術について標準的な施

工方法とする（中部標準化）が提案され、その取組みの

主な内容では、

○平成23年度はモデル工事を新規で４０件程度実施する

こと

○現場施工・監督・検査業務を省力化するため、要領等

を作成すること

○総合評価方式での技術提案に対する加点や工事成績評

定への加点など、環境整備を実施すること

○情報一元化の推進を図るため、情報共有システム（Ａ

ＳＰ）の活用を６００件程度の工事（業務）で実施す

ること

が提案されました。

■ 中部ブロックコアシステムユーザ会議の開催

　平成２３年７月２０日に、「平成２３年度第１回中部ブロッ

クコアシステムユーザ会議」を名古屋市内にて開催します。

　岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・名古屋市の電子入

札担当者が出席し、各団体においての電子入札システム

運用状況や課題・改善要望などについて、意見交換を行

ないます。

　電子入札システムを運営していくなかで、特にＯＳや

ブラウザ・ＪＡＶＡ等のバージョンに伴うシステムの改修

や利用上の問題点・セキュリティ上の課題について討議

を行います。

■ ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会の開催

　ＪＡＣＩＣでは、ＲＣＣＭ（シビルコンサルティングマネージャ）

試験に先立ち、設計業務等の最近の課題や施策を解説す

るとともに、ＲＣＣＭ資格試験受験のための講習会を今年

度も開催します。

　中部地区では、平成２３年８月４日に名古屋国際会議場に

於いて開催します。

■ 建設技術フェア2011 in 中部への出展

　中部地方センターでは１０月２６日、２７日に開催が予定さ

れている「建設技術フェア２０１１ in 中部」への出展を計

画しております。ＪＡＣＩＣが事業展開する建設分野の情報

システムについてご紹介いたします。

　特に今回は「地震、津波災害からの復旧・復興及び防災

対策にかかわる建設技術」が募集テーマとして追加され

ており、ＪＡＣＩＣからも「デジタルカメラを用いた写真測

量技術とＣＡＤを融合させ、災害復旧のための災害査定申

請を簡単で効率的に行えるシステム（Ｐｈｏｔｏｇ－ＣＡＤ）」

を展示する予定です。また、このシステムは今般の東日

本大震災により甚大な被害が生じていることに鑑み、被

災地の地方公共団体に対し無償で支援しております。

建設技術フェア2010 in 中部の模様

（中部地方センター　センター長　松本良一）
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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８月１日発行

e-BISCコーナー

項　目 質　問 回　　　答

システム共通

工事・業務

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

電子入札システムやチ
ュートリアルの操作時に、
次の画面が開かない、
又開いても一瞬で閉じ
てしまいます。

利用者登録に関して
特に注意することがあ
りますか。

セキュリティ関連ソフトやインターネットツールバー、ブラウザ等の設定によりポップアップウィンド
ウがブロックされている可能性があります。e-BISCセンターホームページに掲載の資料「Windows 
XP SP3、Windows Vista SP2 及び Windows 7 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」をご参照のうえ端末環境をご確認ください。
（参照先URL　http://www.e-bisc.go.jp/pdf/XPsp3-Win7_j.PDF）

「商号（連絡先名称）」について、入札説明書等ダウンロードシステムとの連携に伴う制限によ
り登録文字数を全角30文字（60バイト）以下とする必要があります。この制限を超えた場合、
入札説明書等の文書が取得できない状態となりますので十分にご注意ください。既に「商号
（連絡先名称）」に全角30文字（60バイト）を超えた登録を行っている場合の対処方法につ
いては下記アドレスのページをご覧ください。
（参照先URL　http://www.e-bisc.go.jp/read/00000004.html）

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/

JACIC便り コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成23年4月～6月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成23年4月～6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） 

 4月 5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

2,255
(0.88)

595
(0.92)

9,280
(0.77)

6,485
(0.95)

 4月 5月

4,129
(1.01)

1,115
(1.17)

1,679
(1.04)

1,659
(1.12)

6月

1,081
 (1.05) 

14,265
(0.94)

6月

1,252
(1.25)

3,105
(1.10)

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

0.9

0.8

0.7

1.3

1.2

1.1

1.0

0.9
4月 5月 6月 4月 5月 6月


