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第13回建設情報研究所 研究発表会の開催
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。

　本年は10月21日(金)に東京・永田町の全国町村会館で約

131名の出席者を得て「第13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 ②9件の

研究課題とし、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、東日本大震

災に関する被災地支援等を含む研究テーマを配置しました。

　

　

門松理事長の開会挨拶

　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。

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「SXF共通ライブラリの改修と提供」「JACIC

標準発注機関コードの開発と今後の展開」の2件の報告が

ありました。いずれもJACICの取組んでいる社会基盤情

報標準化活動に関連する報告です。

(2)建設コスト研究部

　①「東日本大震災における積算業務支援のためのシス

テム構築に関する報告（宮城県・仙台市における事例）」

として宮城県と仙台市における積算業務支援について、

②「新たな事業執行方式「PPP（官民連携）」に関する研

究」として昨年度の自主研究の成果について報告があり

ました。

(3)システム高度化研究部

　①「建設副産物・発生土情報交換システムの改良につ

いて」として、実際にシステム画面を表示しながらの報

告があり、②「Photog-CADの更新と東日本大震災被災

地支援」として、Photog-CADの被災地支援における利

活用の提案等について報告がありました。

(4)CALS/EC部

　①「BCPサポートシステムについて～東日本大震災復

旧・復興におけるCALS/ECの成果の検証～」として、

JACICの推進するBCPサポートシステムプロジェクトに

ついて、②「電子調達システムの普及状況と技術動向」

として、電子調達システム、電子入札コアシステム、統

合PPIに関する技術動向等ついての報告がありました。

(5) 建設情報研究所

「東日本大震災による公共事業への影響－工事・業務実

績情報から見た岩手・宮城・福島沿岸部の発注動向－」

として、岩手・宮城・福島の各県→各県沿岸部→沿岸市

町村→原発被災地区の順序で発注事例を解析した結果に

ついて報告がありました。

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ホームページの[普及啓

発事業：建設情報研究所発表会>第13回]をご覧ください

（http://www.jacic.or.jp/）。 

参考文献
1)（財）日本建設情報総合センター：第13回建設情報研究

　所研究発表会資料集，平成23年10月21日

（経営企画部　参事　矢田敬）
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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

松江工業高等専門学校　環境・建設工学科

准教授　広瀬望

耐候性鋼橋梁は国内で多くの架橋実績がある。橋梁建

設地点における耐候性鋼材の適用性の可否を判断するた

めには，架橋周辺部における詳細な腐食環境計測を1年

程度継続しなければならない。また，この計測は多大な

労力を必要とするため，架橋後も継続することは困難で

ある。そのため，各地域の腐食環境の厳しさやその特徴

を広域で把握した上で，各橋梁予定地における腐食環境

を詳細に計測することで，耐候性鋼橋梁の設計・計画や

適切な維持管理が可能となるため，LCC低減に大きく寄

与すると考える。さらに，橋梁管理者が橋梁の現状と腐

食環境評価を容易に参照できる仕組みが不可欠である。

そこで，本研究では，詳細な現地観測結果と数値モデ

ルによる計算結果を組み合わせ，中国地方における耐候

性鋼橋梁の腐食環境評価マップを作製した。また，腐食

環境データベースを構築し，Webサーバを通じて，

Google Maps上で橋の基本情報と腐食環境評価マップを

重ね合わせ，橋梁管理者が容易に橋梁の腐食環境に関す

る情報を利用しやすいシステムを構築した。

具体的な研究成果は次のとおりである。

まず，山陰地方の複数の観測地点において，腐食環境

（気象要素，飛来塩分量，腐食減耗量など）を詳細に観

測した。その結果，山陰地方における腐食減耗量の空間

分布や腐食環境を左右する飛来塩分量の季節変化の特徴

が明らかとなった。飛来塩分量は冬期に大きく，夏期に

小さくなる。この傾向は，大気中のCl-イオンの季節変化

と一致する。これは，大気中のCl-イオンの時空間分布を

予測できれば，広域の飛来塩分量を把握できる可能性を

示す。次に，領域気候モデルを用いて， 2006年12月から

2007年11月までの長期シミュレーションを行い，中国地

方の大気環境を予測した。そして，中国地方におけるア

メダスの気象観測結果と比較し，その妥当性を検証した。

その結果，ある程度の誤差はあるものの，概ね各地点

の風速，気温，湿度の傾向を再現していることが確認で

きた。

次に現地観測結果と領域気候モデルの計算結果を組み

合わせ，既存の腐食環境評価手法を適用して，中国地方

における初年腐食量の空間分布を推定し，腐食環境評価

マップを作製した。また，山陰地方の複数地点で測定さ

れた初年腐食量との比較を行い，評価マップの妥当性を

検討した。

そして，橋梁管理者が腐食環境評価マップを参照・活

用できる基盤として，腐食環境データベースを構築した。

更に、Web上で腐食環境が容易に参照できるように，

Google Mapsを用いて可視化を行った。

本研究で作成した腐食環境評価マップの有用性は次の

3つである。一つは耐候性鋼橋梁の腐食環境を簡易に判

断することができるため，架橋地点周辺の腐食環境予測

に基づく，耐候性鋼材の適用性の可否を判断する資料と

して有用である。また，既設橋梁のメンテナンスの優先

度の一つの指標として利用できる点にある。さらに，

webを通じて，橋梁管理者がこの情報を容易に参照でき

る仕組みを構築した点である。

しかしながら，作成した腐食環境評価マップが現場の

技術者の使用に耐えうるものにするためには，腐食環境

評価の精度の向上が必要である。具体的には，長期の数

値実験を行い，予想される腐食量の最小・最大値やその

変動幅を把握し，腐食環境評価マップに必要な情報を追

加していく予定である。

また，本研究で開発した腐食環境データベースの利便

性の向上が必要である。具体的には，橋梁の調査状況を

現場から携帯端末を用いて，橋梁の腐食状況をリアルタ

イムでアップデートできるシステムに改良していく予定

である。

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

金沢大学　理工学域環境デザイン学系

教授　川上光彦

　本研究では、金沢市寺町寺院群を事例として，WEB

技術を用いて，伝統的町並みの歴史的景観をCGにより

表現し，活用可能性を示すことを目的とした。情報技術

を使い、金沢寺町での寺院・店舗の様々なデータ(歴史、

文化財、建築、店舗の種類など)を収集・整理・分類し、

そして、セマンティック・ウェブ技術を用いて，WEB

検索を通じて、観光ルートをディジタルマップに表示す

ることを目的とした。

　本研究は、以下の方法によって実施された。

1）WEB技術を用いた歴史的景観のCGの作成

①金沢市寺町区域を構成する空間的要素について調査し、

都市構造ついて検討する。

②3次元モデル作成ツールの検討を行う。

③選定した3次元モデル作成ツールを用いて寺町を構成

する3次元要素の作成と作成方法を検討する。

④作成した寺町のCGについて，WEBと金沢市寺町寺院

群区域伝統的建造物群調査研究会にて公開し、アンケー

ト調査を行う。

2）SemanticWEB技術を用いた歴史的価値がある観光ルー

トの検索方法の提案金沢市寺町を対象として、検索シス

テムを開発する。

!寺町での場所情報を検索リソースとして、データベー

スに構築した。

"各寺院・神社・商店などの情報を明確的に抽出し、デー

タフォーマットを構築し、Ontology-basedのデータベー

スを構築する。

#検索インターフェースを設計し、データテーブルのファ

ジィ検索モジュールとセマンティック分析モジュールを

含む。

$検索条件に満たす場所を遍歴できる最短ルートを生成

する。Google Maps APIを利用して、提案されたルート

を表示する。システムにより関連情報をカストマイズの

タブを各場所に表示させる。

これらの研究目的に対して、予想される結果とその意義

について、次のようにまとめられる。

まず，伝統的建造物保存地区指定のための調査資料とし

て3次元データの提供をするということである。

次に，現存する建造物を参考にし，歴史的資料（絵図，

古地図や住民が保管している建物の立面、平面図）から

3次元化を行うことにより，CGによる過去の景観の再現

を可能にした。そして，歴史的景観の保全には，住民の

協力が不可欠であるということから，WEB技術を用い

て歴史的景観を住民に公開することにより，住民同士に

共通イメージを抱いてもらい，歴史的景観保全活動への

動機付けにつなげていくということも挙げられる。

まだ、Semantic WEB技術を用いた歴史的価値がある観

光ルートの検索方法は，各寺院の歴史的・文化的価値と

景観の特徴，各商店の情報などをデータ化して，データ

ベース化にしたことにより，普通の観光ガイドマップ・

本では扱えないようなルート検索を提供する。セマンティッ

ク分析とGoogle Mapsでのルート表示は，観光者には，

観光に行くとき、歴史的建造物と商店などさまざまな情

報と特徴をあらかじめ提供し，観光ルートも視覚化する

ことができる。

――――――――――――――――――――――

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）

研究助成成果概要

JACIC便り
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社会基盤情報標準化セミナー201１（福岡、新潟）
開催報告

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

松江工業高等専門学校

准教授　広瀬望

耐候性鋼橋梁は国内で多くの架橋実績がある。橋梁建

設地点における耐候性鋼材の適用性の可否を判断するた

めには，架橋周辺部における詳細な腐食環境計測を1年

程度継続しなければならない。また，この計測は多大な

労力を必要とするため，架橋後も継続することは困難で

ある。そのため，各地域の腐食環境の厳しさやその特徴

を広域で把握した上で，各橋梁予定地における腐食環境

を詳細に計測することで，耐候性鋼橋梁の設計・計画や

適切な維持管理が可能となるため，LCC低減に大きく寄

与すると考える。さらに，橋梁管理者が橋梁の現状と腐

食環境評価を容易に参照できる仕組みが不可欠である。

そこで，本研究では，詳細な現地観測結果と数値モデ

ルによる計算結果を組み合わせ，中国地方における耐候

性鋼橋梁の腐食環境評価マップを作製した。また，腐食

環境データベースを構築し，Webサーバを通じて，

Google Maps上で橋の基本情報と腐食環境評価マップを

重ね合わせ，橋梁管理者が容易に橋梁の腐食環境に関す

る情報を利用しやすいシステムを構築した。

具体的な研究成果は次のとおりである。

まず，山陰地方の複数の観測地点において，腐食環境

（気象要素，飛来塩分量，腐食減耗量など）を詳細に観

測した。その結果，山陰地方における腐食減耗量の空間

分布や腐食環境を左右する飛来塩分量の季節変化の特徴

が明らかとなった。飛来塩分量は冬期に大きく，夏期に

小さくなる。この傾向は，大気中のCl-イオンの季節変化

と一致する。これは，大気中のCl-イオンの時空間分布を

予測できれば，広域の飛来塩分量を把握できる可能性を

示す。次に，領域気候モデルを用いて， 2006年12月から

2007年11月までの長期シミュレーションを行い，中国地

方の大気環境を予測した。そして，中国地方におけるア

メダスの気象観測結果と比較し，その妥当性を検証した。

その結果，ある程度の誤差はあるものの，概ね各地点

の風速，気温，湿度の傾向を再現していることが確認で

きた。

次に現地観測結果と領域気候モデルの計算結果を組み

合わせ，既存の腐食環境評価手法を適用して，中国地方

における初年腐食量の空間分布を推定し，腐食環境評価

マップを作製した。また，山陰地方の複数地点で測定さ

れた初年腐食量との比較を行い，評価マップの妥当性を

検討した。

そして，橋梁管理者が腐食環境評価マップを参照・活

用できる基盤として，腐食環境データベースを構築した。

更に、Web上で腐食環境が容易に参照できるように，

Google Mapsを用いて可視化を行った。

本研究で作成した腐食環境評価マップの有用性は次の

3つである。一つは耐候性鋼橋梁の腐食環境を簡易に判

断することができるため，架橋地点周辺の腐食環境予測

に基づく，耐候性鋼材の適用性の可否を判断する資料と

して有用である。また，既設橋梁のメンテナンスの優先

度の一つの指標として利用できる点にある。さらに，

webを通じて，橋梁管理者がこの情報を容易に参照でき

る仕組みを構築した点である。

しかしながら，作成した腐食環境評価マップが現場の

技術者の使用に耐えうるものにするためには，腐食環境

評価の精度の向上が必要である。具体的には，長期の数

値実験を行い，予想される腐食量の最小・最大値やその

変動幅を把握し，腐食環境評価マップに必要な情報を追

加していく予定である。

また，本研究で開発した腐食環境データベースの利便

性の向上が必要である。具体的には，橋梁の調査状況を

現場から携帯端末を用いて，橋梁の腐食状況をリアルタ

イムでアップデートできるシステムに改良していく予定

である。

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

金沢大学

教授　川上光彦

　本研究では、金沢市寺町寺院群を事例として，WEB

技術を用いて，伝統的町並みの歴史的景観をCGにより

表現し，活用可能性を示すことを目的とした。情報技術

を使い、金沢寺町での寺院・店舗の様々なデータ(歴史、

文化財、建築、店舗の種類など)を収集・整理・分類し、

そして、セマンティック・ウェブ技術を用いて，WEB

検索を通じて、観光ルートをディジタルマップに表示す

ることを目的とした。

　本研究は、以下の方法によって実施された。

1 ) WEB技術を用いた歴史的景観のCGの作成

①金沢市寺町区域を構成する空間的要素について調査し、

都市構造ついて検討する。

②3次元モデル作成ツールの検討を行う。

③選定した3次元モデル作成ツールを用いて寺町を構成

する3次元要素の作成と作成方法を検討する。

④作成した寺町のCGについて，WEBと金沢市寺

町寺院群区域伝統的建造物群調査研究会にて公開し、ア

ンケート調査を行う。

2 ) Semantic WEB技術を用いた歴史的価値がある観光

ルートの検索方法の提案金沢市寺町を対象として、検索

テムを開発する。

①寺町での場所情報を検索リソースとして、データベー

スに構築した。

②各寺院・神社・商店などの情報を明確的に抽出し、デー

タフォーマットを構築し、Ontology-basedのデータベー

スを構築する。

③検索インターフェースを設計し、データテーブルのファ

ジィ検索モジュールとセマンティック分析モジュール

を含む。

④検索条件に満たす場所を遍歴できる最短ルートを生成

する。Google Maps APIを利用して、提案されたルー

トを表示する。システムにより関連情報をカストマイ

ズのタブを各場所に表示させる。

　これらの研究目的に対して、予想される結果とその意

義について、次のようにまとめられる。

　まず，伝統的建造物保存地区指定のための調査資料と

して3次元データの提供をするということである。

　次に，現存する建造物を参考にし，歴史的資料（絵図，

古地図や住民が保管している建物の立面、平面図）から

3次元化を行うことにより，CGによる過去の景観の再現

を可能にした。そして，歴史的景観の保全には，住民の

協力が不可欠であるということから，WEB技術を用い

て歴史的景観を住民に公開することにより，住民同士に

共通イメージを抱いてもらい，歴史的景観保全活動への

動機付けにつなげていくということも挙げられる。

　まだ、Semantic WEB技術を用いた歴史的価値がある

観光ルートの検索方法は，各寺院の歴史的・文化的価値

と景観の特徴，各商店の情報などをデータ化して，デー

タベース化にしたことにより，普通の観光ガイドマップ・

本では扱えないようなルート検索を提供する。セマンティッ

ク分析とGoogle Mapsでのルート表示は，観光者には，

観光に行くとき、歴史的建造物と商店などさまざまな情

報と特徴をあらかじめ提供し，観光ルートも視覚化する

ことができる。

―――――――――――――――――――――――――

　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）

１. デザインの一新

　トップページの構成を見直すと共に、発注情報に関し

ては、容易に閲覧ができるよう、地図情報から検索でき

るように改善しました。

２. コンテンツの見直し

①国土交通官公庁職員案内に「歴代検索機能」を追加し、

歴代の局長や歴代の事務所長等の検索を可能としまし

た。

②停止情報をデータベース化し、検索キーワードの充実

を図りました。

③会計検査指摘事例につきましては、検索機能の充実を

図りました。

３. 情報のリンク化

　でき得る限り最新情報を掲載することとし、以下のコ

ンテンツについてリンク化を図りました。

①過去記事

・優良工事等・叙勲・褒章

　　国土交通省本省へリンク化

・資材市況・統計情報

　（財）経済調査会を除き、国土交通省本省へリンク化

②データベース

・主要資材価格

　（財）建設物価調査会は、既にリンク化していたため、

　　データベースから除外

・ダム

　（財）日本ダム協会へリンク化

・PC橋、鋼橋

　（社）日本橋梁建設協会へリンク化

・建設コンサルタント会社情報

　　国土交通省本省へリンク化

４. その他

①審査証明技術

　ホームページ掲載に一本化

②公共事業予算速報

　最新情報のみの掲載としました。

５. 今後の対応

　本年10月1日からシステムをクラウド化しリューアル

して運用を開始しました。

　これからも会員の皆様の期待に添うべく、中・長期課

題を設定し、さらなる改善を図って参る所存ですので、

ご意見・ご要望がございましたら、以下のところまでお

寄せください。

　　TEL: 03-3584-2405 

　　E-mail: jacicnet@jacic.or.jp

  （総務部　参事　菊池正男）

JACIC NETのリニューアルについて
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JACICの情報セキュリティ（4）
～情報セキュリティ教育～

１．情報セキュリティは「人」

　情報セキュリティにおいて情報管理を行っているのは

「人」であり、また、「人」の行動によって様々な情報セ

キュリティ事故（漏洩等）が発生しています。

　最新の高度なウイルスは、「人」を介して侵入します。

そのため、情報に関わる組織や個人に対して、より高度

な情報セキュリティ教育が求められ、その重要性が増し

ています。

２．近年我が国で発生している情報セキュリティ事故の

      特徴

近年発生した情報漏えいの事故では、ガンブラーとい

う情報を漏えいさせる手法が猛威をふるったのは、記憶

に新しいところです。ガンブラーとは、偽Webサイトを

閲覧するだけで、ウイルスを感染させる手法です。ガン

ブラーの技術的な要素は単純で、問題は人の心理状態を

巧みに利用した点です。また、最新の情報漏洩の手口は、

古典的な詐欺の手口を巧妙にし、最新の技術と組み合わ

せているのが特徴です。標的メールという特定の人を狙っ

てメールを送り、情報を漏えいさせる攻撃が、防衛産業

や大企業で発生しました。特定の人にだけメールを送り、

巧みに添付ファイルを開かせ、情報を盗むという古典的

な詐欺の手口です。

３．情報セキュリティ教育の重要性

ウイルス対応ソフトや認証システム等が発達しても、

情報漏洩事故はなくなりません。それは、情報システム

環境や技術が絶えず進歩し、これに合わせて侵入者の技

術も進化しているからです。そのために、情報セキュリ

ティ教育は、一定期間に限定されることなく、絶えず継

続して行っていかなければなりません。

情報セキュリティ事故を防ぐためには、職員全体のセキュ

リティ意識を高め、情報セキュリティ教育を行うことで、

無知による事故を防ぎ、過失を起こさないよう注意を喚

起することが必要です。このことは、故意による情報漏

洩に対しても抑止効果が期待できます。

情報セキュリティ教育の基本は「PDCAサイクル」です。

右図に示す様に、教育の計画・構築、教育の実施・運用、

進捗の点検・監視、最新情報の調査・見直し・改善の四

つのプロセスになります。

　この「PDCAサイクル」は情報セキュリティポリシー、

情報セキュリティ標準、情報セキュリティ手順書を基と

したセキュリティ体系を基軸としており、これらを「PDCA

サイクル」で具体的に実施することが重要です。

セキュリティ教育のPDCA

４．JACICのセキュリティ教育の実施

　JACICでは全職員を対象にして、情報セキュリティ標

準の再確認や最新の脅威等の説明を行うなど、情報セキュ

リティ教育を行っています。さらに、情報セキュリティ

の啓発活動の一環として、情報セキュリティに関するメー

ルを必要に応じて全職員に配信しています。　

　

セキュリティ講習会の様子

　（システム運用部　参事　三宅基裕）

 
   

教育の計画・構築 

教育の実施・運用 

進捗の点検・監視

最新の情報の調査・

見直し・改善 

情報セキュリティ教育 

CALS/ECコーナー
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地方便り

　九州地方センターは、九州・沖縄地方における公共事

業の建設分野ICT活用業務の情報化・効率化を支援・普

及する相談窓口として運営されています。

　平成23年度の主な活動のご紹介です。

◆コリンズ・テクリス登録システム

　登録システムがWeb版となって早2年が経過し、この

10月にマイナーバージョンアップしました。主な変更点

は、「ログイン名再発行・パスワード再設定」の手続き

簡素化、「申込の取り下げ機能」等です。詳細はコリン

ズ・テクリスのホームページをご覧ください。

　また、当地方センターでは、登録支援・講習を随時受

付けています。電話でお問合わせ、お申し込み下さい。

◆コリンズ・テクリス検索システム

　平成23年度から本格的にWeb版（一部の直接提供方式

を除く）に移行し、更なるユーザー利便性向上の改良を

随時行っています。ご利用でお気づきの点、ご意見・ご

要望等お聞かせください。

　平成23年10月現在、検索システム利用状況（九州管内）

は、県・政令市が100％、76市（64.4％）、22町（14.1％）

です。まだご利用されていない市町村対象の検索システ

ム4ヶ月間無料の試用制度があります。一般競争入札（総

合評価）や業者選定に役立つ、工事・業務実績データベー

スを有効にご活用下さい。

◆地方自治体の電子入札コアシステム普及状況 

　福岡・佐賀・長崎・沖縄4県と北九州市・福岡2政令市

と長崎・佐世保2市が単独利用、熊本・大分・宮崎・鹿

児島4県が市町村共同利用、柳川・唐津・佐賀・大村・

諫早・那覇6市がASP方式で実施しています。導入を検

討の自治体の皆様には随時ご説明に伺っています。

◆九州地方ブロック電子入札コアシステムユーザ会議

　（7月22日／福岡朝日ビル)

　九州地方整備局、九州8県、2政令市及び5市の入札担

当者28名にご出席頂き、システム運用上の問題、改善要

望・今後の在り方等の意見交換を行いました。

◆RCCM資格試験受験準備講習会

　（7月26日／ヒルトン福岡シーホークホテル、

　　7月28日／沖縄産業支援センター）

　福岡会場390名、沖縄会場180名がRCCM資格を目指し

受講されました。

◆社会基盤情報標準化セミナー2011

　（9月2日／アクロス福岡）

　電子納品の新ガイドライン、情報化施工技術等に関し

ての講演に参加者は、熱心に耳を傾けていました。セミ

ナー動画は準備が出来次第、JACICホームページに掲載

予定です。（129名参加）

◆土木の日ファミリーフェスタ2011

　（10月23日／国営 海の中道海浜公園）

　会場で行った電子入札ゲームにはお子さん連れの家族

が多数参加され、開札の結果に皆さん一喜一憂されてい

ました。（家族連れ約700名が参加）

◆九州建設技術フォーラム2011

　（10月25日／福岡国際会議場）

　1,700名参加の会場で、災害復旧支援するPhotog-CAD

のプレゼンテーションとデモ、建設副産物のデモを行い、

多数の方々が熱心に説明を聞かれました。またJACICは

本年発生の震災を機に自治体BCPサポートを推し進めて

いますが、そのPRを行いました。（ブース約100名来場）

（九州地方センター　センター長　日吉信介）

九州地方センター活動報告
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JACIC便り

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成23年8月～10月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成23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

 8月 9月10月

2,317
(1.01)

27,567
(0.97)

1,846
(1.06)

20,760
(0.99)

2,044
(0.96)

24,294
(0.97)

10月

1,273
(0.96)

3,540
(1.07)

1,368
(1.12)

3,863
(1.08)

1,378
(1.01)

3,387
(1.01)

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
8月 9月 10月 8月 9月 10月

登録部門：電子入札施設管理センター

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

システムでのJRE対応

状況を教えてください。

　現行の国土交通省電子入札システムではJRE1.3.1とJRE6.0が利用可能となっています。
JREはバージョンアップ頻度が高く、数ヶ月ごとに新しいレビジョンが製造元から配信されています。
　これらの更新されたJREをシステムで利用する為には、関係する全てのプログラムの動作確
認や調整が必要となります。また各JREが排他的な利用となり利用者環境が制限される場合も
あることから、国土交通省電子入札システムでは、電子入札コアシステムでの対応を待ち、一年
程度の周期で対応しています。
　現在、セキュリティ強化を目的としたJRE6.0の上位レビジョン環境の追加（JRE1.3.1は利用
停止）が検討されています。利用者環境の変更・移行につきましては、今後e-BISCセンターホ
ームページにて順次お知らせいたします。
　なお、電子入札端末のセキュリティ対策として、電子入札システム利用時以外ではJREの無
効化をお勧めします。無効化手順につきましてはe-BISCセンターホームページをご覧ください。
（http://www.e-bisc.go.jp/read/00000002.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

1.2 

1.1

1.0

0.9


