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平成２４年１月１日発行（毎月１回１日発行）

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。

昨年3月11日に我が国、地震観測史上最大の東北地方太

平洋沖地震が発生しました。この巨大地震と大津波によ

り多くの方々が被災され、東日本一帯に未曾有の被害が

生じました。10ヶ月が過ぎようとしていますが本格的な

復旧・復興が軌道に乗りつつあります。1日も早い地域・

社会基盤の復興を心より祈念いたします。

JACICでは、被災地域における復旧・復興などの支援

に取組んで参りました。①災害復旧支援ソフト（Photg-

CAD）の被災地域の市町村への無償配布②災害査定・復

旧工事積算支援のための積算ASPサービスの提供 ③積算

システム操作習得のための研修会の実施 ④建設副産物・

発生土情報交換システム利用の無料化 ⑤被災地域におけ

るコリンズ・テクリス検索の継続利用 ⑥災害復旧支援の

ための無償提供ソフト等の紹介などです。今後もこのよ

うな支援活動を継続的に実施して参ります。

　

さて、当センターにとっての昨年を振り返ってみます。

一つめは、当センターが運用する「電子入札システム」

と「工事・業務実績提供システム（コリンズ・テクリス）」

に対する政府による一昨年5月の「事業仕分け」の評価結

果を受け、当センターは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置し、特別委員会において

事業運営の適正化に資するために学識者にご意見を賜り

ました。この結果に基づいて、昨年4月にコリンズ・テク

リスの利用料金の値下げを行いました。この誌面を借りて、

皆様のJACICに対する暖かいご支援とご協力に対し改め

てお礼申し上げます。なお、昨年末に実施した利用者の

アンケート調査と併せて、本年1月には3回目となる利用

者会議を開催いたします。

二つめですが、公共調達分野にCALSが平成８年に導

入されてから15年が経過しました。当センターでは

CALSの成果を最大限に活かすべく東日本大震災の被災

地における復旧・復興の加速に向けて「BCPサポートシ

ステムプロジェクト」を立ち上げました。今後、公共事

業マネジメントの先進的モデルの提案を行って参ります。

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。

先ず、公益法人改革に関することです。民による公益

の増進と主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性など

の解決を目指して作られた新法人改革関係法律に基づき、

平成25年11月までに新しい法人に移行しなければなりま

せん。JACICは、「一般財団法人」として今年の4月1日

の移行を目指して手続きを進めています。法人の形態が

変わろうとも、JACICの本来の役割が変わるわけではあ

りません。建設事業の円滑な執行と品質の確保に資する

情報システムを調査研究し、普及し、提供すること。す

なわち、国土交通省をはじめとする機関が社会基盤イン

フラの整備及び管理を行うにあたり必要となる業務を的

確に補完し、代替する機関として我がJACICは変わりな

く存在して参ります。

また、JACICが運用するシステムに関わる事柄につい

て、顧客満足度向上を最重要課題としつつ、昨今の公共

事業費の削減等取り巻く厳しい経営環境下で健全な経営

を行っていくことが求められています。この二つの命題

を両立させていかなければなりません。これまでの

JACICが経験したことのないことであり、簡単なことで

は決してありませんが、役職員一同、全員野球でこの難

局を乗り越えていく覚悟です。

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23年重大ニュース
JACIC便り

JACICの平成２３年の重大ニュースを紹介します。

(1) コリンズ・テクリス利用料金を改定

利用者会議における利用者のご意見等を踏まえて策定

されたコリンズ・テクリス事業改善方針に基づき、平成

23年4月より利用料金を見直しました。受注者に負担いた

だく登録料金については中小規模案件を約10％引き下げ、

発注者に負担いただく検索料金については、市町村の格

安料金は継続しつつ基本料金を約5％、同時アクセス料金

（追加ID）を約9割、少頻度割引として約3割の引き下げ

を実施しました。電子入札コアシステム事業改善方針も

同時に策定しており、これ以外の事業も含めてJACIC全

体での費用削減により財源を捻出しています。JACICの

提供するシステムについては、今後も利用者の皆様方の

ご意見ご要望を踏まえた改善を継続し、より使い易いシ

ステムの構築に努めて参ります。

(2) 東日本大震災に関する被災地支援に取り組む

東日本大震災被災地域における一刻も早い復旧・復興

等をご支援するため、以下の取り組みを実施しました。

①災害査定を申請する被災地域の市町村の皆様へ「災害

復旧支援ソフト（Photg-CAD）」を無償配布 ②支援する

地方公共団体職員が現地に赴かなくても作業できる「Web

版積算システムのASPサービス」を無償提供 ③積算支援

者を対象に「災害査定関係の積算システム操作研修会」

を実施 ④「建設副産物情報交換システム及び建設発生土

情報交換システム」については、全国の市区町村（政令

市を除く。）の利用を無料化 ⑤被災地の地方公共団体の

皆さんへ「コリンズ・テクリス」を手続きなしに継続利

用 ⑥災害復旧支援のために民間企業等から無償提供され

ている建設関連（CALS/EC）分野におけるソフト等をと

りまとめ情報提供 ⑦平成23年11月仙台市において、「東

日本大震災における建設・地理空間分野の現状と対応」

をテーマにJACICセミナーを開催

(3) コリンズ・テクリスのＷｅｂ版検索システムの本格

      リリース

平成23年4月にコリンズ・テクリスの新しいWeb版検

索システムの本格リリースを開始するとともに、旧C/S

版検索システムの利用を終了しました。この新しい検索

システムは、改良の結果、旧検索システムに比べ、検索

画面や使い方が大きく変わったことから、利用者の皆様

方に操作に慣れていただくため、平成22年2月に一旦リリー

スを行った後、約1年の間、旧検索システムとの並行利用

を行っていただきました。

この並行利用の期間に、利用者の皆様方から様々なご

意見やご要望をいただき、システムのさらなる改良を加

え、このたび本格リリースにいたりました。

本システムの主要な改良項目は、①Web方式の採用に

よる利便性の向上と利用可能者数の拡大 ②検索対象を

補償コンサルタント業務にも拡大 ③検索画面や検索方

法の大幅な改良 ④検索時間の短縮等です。

(4) ホームページ・JACIC NETのクラウド化を実施し、

　  リニューアル

平成２３年１０月１日からクラウド化によりリニューアル

したホームページ・JACIC NETの提供を開始しました。

リニューアルした主な内容は以下のとおりです。災害時

においても継続して情報提供が可能となるように外部

IDC（データセンター）に移築しました。それにより、

耐震性、耐災害性が向上し、継続して情報提供すること

が可能となりました。また、利用者の視点・立場に立っ

たホームページ等とするため、デザインを一新するとと

もに、カテゴリーを見直し、それぞれのカテゴリーにつ

いて説明書きを設けるなど情報の見やすさ、検索の容易

さ及び情報の得やすさを追求したものとしました。さら

に、JACIC NETにおいては、指名停止情報のデータベー

ス化、国土交通官公庁職員案内について歴代検索を可能

とする等の充実化を図りました。今後とも使い勝手の良

いサイトを目指し、多くの皆様にご利用いただけるよう

内容の充実を図ってまいります。

(5) 発生土・副産物システムにGISを活用したシンプル

     な検索機能を実装

地図画面上から必要な情報を入手する「地図検索」を、

建設発生土情報交換システムにおける相手工事情報の検

索機能、建設副産物情報交換システム（COBRIS）にお

ける工事情報と処理施設情報の検索機能として、新たに

実装しました。地図画面上の所定の位置に表示された情

報別のマークにカーソルを合わせるだけで、同じ画面上

で基本的な情報を全て確認することができます。従来の、

自工事または任意の地点の近傍に位置する情報を絞り込

み条件で検索して一覧表形式で出力する機能に加え、第

三の検索手段となるものです。この地図検索画面はトッ

プ画面から１クリックで遷移することから操作性が良く、

また、表示される担当者の電話番号により連絡調整が可

能で、さらに他の画面へ遷移することなく、本画面のみ

で検索を完結させることも可能となりました。

（総務部　次長　河上貞）

ニュースと解説
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平成23年度第3回JACICセミナー
「東日本大震災における建設・地理空間分野の現状と対応」

開催報告
1. はじめに

　平成23年度第3回JACICセミナーを、平成23年11月10

日（木）にフォレスト仙台（仙台市青葉区）において開催

しました。本セミナーは「東日本大震災における建設・

地理空間分野の現状と対応」をテーマとし、国土交通省

国土地理院、国土交通省東北地方整備局、宮城県、仙台

市から後援をいただきました。

　講演開始に際して、来賓としてお招きした宮城県土木

部次長（技術担当）遠藤信哉様よりご挨拶を頂戴しまし

た。当日の演題と講演者を下表に示します。各講演の概

要は以下のとおりです。

2. 池口正晃様の講演

　池口様からは、東北地方整備局における東日本大震災

の対応について、地震発生からの流れ, 発災, 啓開･点検,

応急復旧･緊急復旧, 自治体･被災者支援などの報告があ

りました。

池口様の講演の様子

3. 土井弘充様の講演

　土井様からは、国土地理院の研究成果として、東北地

方太平洋沖地震により何が起きたのか、地震による地殻

変動とその後の地殻変動について解説がありました。あ

わせて、国土地理院が10月31日に公表した復興の基礎と

なる三角点、水準点の成果改定について説明がありまし

た。

　

土井様の講演の様子

4. 柴崎亮介様の講演

　柴崎様からは、地理空間情報技術に関して、国土地理

院，防災科学技術研究所，京都大学防災研究所等におけ

る震災時の活用事例の紹介があり、情報管理の課題と新

技術の有効利用について説明がありました。今後に備え

た「貴重な情報を預けておく」仕組みの開発・社会実験

の必要性を強調されていました。

柴崎様の講演の様子

5. おわりに

　本セミナーには約300名の方々にご来場いただき、熱

心に聴講していただきました。今後も、このような活動

を継続的に実施して参ります。なお、本セミナーの内容

は下記のURLをご参照ください。

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

JACIC便り

①講演：「東日本大震災」の対応について　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省東北地方整備局企画部　企画調整官　池口　正晃

②講演：東北地方太平洋沖地震による地殻変動と基準点測量成果の改定について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省国土地理院東北地方測量部　次長　　土井　弘充

③講演：東日本大震災における地理空間情報の貢献と今後の課題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学空間情報科学研究センター　教授　　　柴崎　亮介

（経営企画部　参事　矢田敬）

演題と講演者
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SXF共通ライブラリの改修と提供

　標準部では、社会基盤情報標準化委員会の活動の一貫で、

CADデータの利活用に向けた普及促進に関する活動を実

施しております。

　一般的にCADデータは、利用するCADソフトウェアに

よってデータ形式が異なっています。しかし、公共事業

では特定のCADに依存せず、図面データを円滑に交換す

る必要があるため、ISO国際規格STEP/AP202に準拠し

た標準CADフォーマットであるSXFの開発がSCADEC（CAD

データ交換標準コンソーシアム）によって行われました。

　また、このSXF仕様を広く普及させるために、市販の

CADソフトウェアに実装可能な変換ソフトウェア「SXF

共通ライブラリ」が開発されました。このSXF共通ライ

ブラリは、CADソフトウェアで共通的に利用されるデー

タ（直線、円弧等）についてSXF形式での入出力を可能

とさせるものです。SXF共通ライブラリの開発により、

CADベンダーは、STEPの知識がなくとも、SXFのトラ

ンスレータを実装することが可能となりました。

　SXF共通ライブラリは、これまで国土交通省 国土技術

政策総合研究所により維持管理していましたが、CADベ

ンダーからの改修ニーズへの迅速な対応や将来的なSXF

仕様普及に伴う長期的な維持管理の観点を考慮し、今回

の改修は、JACIC自ら実施しました。また、今後のSXF

共通ライブラリの維持管理についても、JACIC自ら実施

する方針です。

　今回改修した、SXF共通ライブラリの改修項目は、以

下の4点です。
改修項目一覧

　特に、SFCの処理速度は旧ライブラリより4倍以上向上

して使い勝手が良くなったことから、今後のSXF仕様の

普及に大きく貢献することが期待されます。（以下は、

SFCの処理速度向上を示したグラフです。）

　

新旧ライブラリにおけるSXFブラウザVer.3.20の
SFC処理速度（読み込み速度）比較グラフ

＜SXF共通ライブラリの提供＞

　今回改修したSXF共通ライブラリは、「SXF共通ライ

ブラリVer.3.20」として、平成23年4月1日、JACIC標準

部ホームページ（下記参照）より、CADソフトウェア開

発者向けに提供案内を実施しています。

　http://www.jacic.or.jp/hyojun/cadsxfd3.htm　

　平成23年11月30日現在、「SXF共通ライブラリVer.3.20」

は、28団体に配布しております。したがって本ライブラ

リを実装したCADソフトウェアが、今後広く普及される

ことが予想されます。

JACIC標準部ホームページにおける

「SXF共通ライブラリVer. 3.20」配布案内

（標準部　研究員　吉田聖治）

CALS/ECコーナー
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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23年11月15日（火）乃木會舘（東京都港区赤坂8-

11-27）で第9回研究助成事業成果報告会を開催致しました。

本報告会は、平成21～22年度に研究した12件の内11件に

ついて報告をお願い致しました。

アセットマネジメント、維持管理や図面の情報管理に

関する研究では、山田秀之さんから図面データの一元管

理に向け「時空間軸をベースとした多様な図面データの

効率的な管理モデルの構築に関する研究」について、横

山功一さんから斜張橋の万代橋をフィールドに「構造物

健全度診断の効率化のための加速度センサＩＣタグ多点

観測システムの開発」について、窪田諭さんから道路維

持管理情報を共有し活用を目指した「道路維持管理にお

ける道路データモデルを核とする時空間情報ポータルの

開発」についての報告がありました。

地表・地下（トンネル、シールド）に関する研究では、

伊藤俊秀さんから地表と地下の同時・並行的な管理手法

を目指した「オープンソースGISを用いた地表・地下情

報の作成・表示手法及びデータベース化に関する調査研

究」について、松井裕哉さんからトンネルの施工管理研

究として「トンネルのライフサイクルマネージメントに

供するプロダクトデータモデルの研究」について、古谷

弘さんから施工におけるプロダクトモデルの活用に関す

る「シールド工事をモデルとした３次元データを用いた

施工管理の研究（特に工程・コスト管理におけるプロダ

クトモデルの適用実験）」についての報告がありました。

屋外における拡張現実感（AR：オーグメンテッド・

リアリティ）に関する研究では、矢吹信喜さんから利害

関係者と合意形成を図る技術研究として「３次元レーザー

スキャナとプロダクトモデルを用いた高精度の建設分野

用屋外拡張現実感技術の開発」について、平沢岳人さん

からGPSとセンサによるARシステムの技術研究として「Ｄ

－ＧＰＳを利用した建築・都市スケールでの拡張現実感

システムの開発」についての報告がありました。

防災に関する研究では、戸村豪冶さんから山間部等に

長期間設置可能な地盤防災監視システム研究として「自

立型防災監視システムの開発に関する研究」について、

酒匂一成さんから災害時の被害状況、災害原因、復旧検

討等の情報支援研究として「全球パノラマ画像を用いた

土砂災害情報収集支援ツールおよびその利用に関する調

査研究」についての報告がありました。

都市計画に関する研究では、大澤義明さんから筑波山

をランドマークに道路地図データによる山アテ道路の発

掘研究として「道路景観の歴史的再現による快適性の追

求」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。

（経営企画部　上席参事　落合清二）

第9回研究助成事業成果報告会開催報告

特集：ロボット技術（RT）
我が国の土木・建築分野では、建設労働者の不足，技

能労働者の高齢化等の問題に対処するために、1980年初

頭より施工の合理化、生産性の向上に向けた様々な自動

化、ロボット化の取り組みが行われてきました。タンク

や管路等の既設構造物の保守・点検においてもロボット

化が行われ、点検内容の高度化や点検時間の短縮等の効

果を上げています。また、雲仙普賢岳等の災害復旧工事

では無人化施工が行われ、継続的に実績が積まれていま

す。土木・建築以外の分野においても、国・大学・民間

企業などの各方面において人型ロボット、探査用ロボッ

ト、パワードスーツ、レスキューロボット、医療・福祉

用ロボット等のロボットの研究・開発が推進されていま

す。東日本大震災において、がれき撤去や福島第一原子

力発電所の建屋内部の被災状況調査等においてロボット

が使用されており、ロボット・無人化施工が注目されて

います。本号では、国・大学・民間の各方面における最

近のロボット技術（RT）の取組みの状況について広く

紹介します。　

主な内容

①巻頭言　：中央大学　教授　大隅　久

②特別講座：大阪大学　教授　新井　健生

　　　　　　　　　　　助教　大原　賢一

③各方面の取組み：

　　　　　　国土交通省　課長補佐　森川　博邦

　　　　　（財）先端建設技術センター

　　　　　　　　　　上席審議役　 新田　恭士

　　　　　東京大学　教授 　浅間　一

　　　　　東京大学　教授 　稲葉　雅幸

　　　　　岡山大学　教授 　則次　俊郎

　　　　　（独）産業技術総合研究所

　 　　　  　　　　　主任研究員　 柴田　崇徳

　　　　　東京大学　教授 　浦　環

　　　　　（独）宇宙航空研究開発機構

　 　　　  　　　　　研究開発室長　西田　信一郎

　　　　　東北大学　教授　田所　諭

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情報104号のご案内
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Photog-CAD 地方センターより（その１）

　JACICでは、9月から11月の間に開催された各地の技術

フェア等に、災害査定業務の支援ツールPhotog-CAD（フォ

トジー・キャド）を出展し、システムを紹介しました。

　Photog-CADは、市販の家庭用デジタルカメラで撮影

した災害現場の情報を基に、公共土木施設災害復旧事業

費国庫負担法に基づく災害査定を受ける手続きを簡便に

支援するソフトウェアで、今般の震災では被災地域の市

町村に無償で配布しています。

（１）土木学会平成23年度全国大会出展

　愛媛大学で開催された土木学会平成23年度全国大会に、

JACICの四国地方センターがPhotog-CADを展示しました。

開催日：平成23年9月7日(水)・8日(木)・9日(金)　

場所：愛媛大学・城北キャンパス

主催：公益社団法人 土木学会

（２）九州建設技術フォーラム2011出展

　九州建設技術フォーラム2011に、JACICの九州地方セ

ンターがPhotog-CADを展示し、システム紹介のためプ

レゼンテーションも行いました（写真1）。

開催日：平成23年10月25日(火)

場所：福岡国際会議場

主催：九州建設技術フォーラム実行委員会

（３）建設技術フェア2011in中部出展

　建設技術フェア2011in中部に、JACICの中部地方センター

がPhotog-CADを展示しました。

開催日：平成23年10月26日(水)・27日(木)　

開催場所：国土交通省 中部技術事務所構内

サブタイトル：豊かで安全なくらしと環境の調和をめ

ざして

キャッチフレーズ：くらしを支える新技術

　

　

写真1　プレゼンテーションの様子

　主催：建設技術フェアin中部 実行委員会

（４）建設技術展2011近畿出展

　建設技術展2011近畿に、JACICの近畿地方センターが

Photog-CADを展示しました。

開催日：平成23年11月1日(火)・2日(水)

場所：マイドームおおさか

サブタイトル：ええもん使こて、ええモン創ろ！

キャッチフレーズ：安全で安心できる社会の実現を

主催：日刊建設工業新聞社  社団法人 近畿建設協会

（５）けんせつフェアin 北陸2011出展

　けんせつフェアin 北陸2011に、JACICの北陸地方セン

ターがPhotog-CADを展示・実演し（写真2）、システム

紹介のためプレゼンテーションも行いました。

開催日：平成23年11月4日(金)・5日(土)

場所：新潟市産業振興センター

サブタイトル：みて、ふれて、知る新技術・新工法 

キャッチフレーズ：安全に暮らせる国土、活力ある社

会を支える建設技術

主催：けんせつフェアin 北陸実行委員会

　Photog-CADは写真測量技術とCAD機能により、被災

地の調査と設計・積算作業を効率的に行い、災害査定設

計書を簡便に作成するシステムです。5つの地域におい

てPhotog-CADを出展し、どの展示においても災害査定

業務の効率化に資すると、来場した皆様からご好評いた

だきました。

　JACICの地方センターでは、今後もPhotog-CADの普及・

広報活動を行ってまいります。

写真2　展示ブースの様子

（システム高度化研究部　主任研究員　瀧口博之）

GISコーナー CALS/ECコーナー
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昨年は歴史に残る大きな被災を受けた年となりました。

被災された方々が、新たな気持ちで今年のスタートを

切りますよう願っております。

北海道地方センターは、微力ではありますが、建設業

発展の一翼を担える活動を目指していきますので、今年

もよろしくお願いします。

昨年の北海道地方センターは、新しくリリースされた

コリンズ・テクリスの普及活動を主に行ってまいりまし

た。当センターの業務を紹介します。

■コリンズ・テクリスの利用促進・普及活動

北海道のコリンズ登録件数は年間平均で約１６千件余

り、内訳は国の機関３千件、北海道７千件、市町村が６

千件となっています。またテクリスの登録件数は約８千

件、内訳は国の機関３千件、北海道４千件、市町村１千

件となっています。

発注者の検索システムは、開発局と北海道を除き、昨

年からＷｅｂ方式に変わりました。現在、北海道内では

比較的大きな市町村を中心に２３市町で利用されていま

す。

今後、中小の市町村においても入札契約の多様化に向

けて、この検索システムが利用されることと思います。

北海道地方センターではこれからも利用促進に向けて

普及活動を展開していきます。

■ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会

ＲＣＣＭ（シビルコンサルティングマネージャ）の受

験準備講習会が、資格試験に先立ち平成２３年７月２８

日に札幌市内で実施されました。受験資格制度が変わり、

今年度は昨年度より３０人多い２５０人の方が、札幌会

場で受講されました。

平成２３年度ＲＣＣＭ受験準備講習会場

■北海道地方コアシステム連絡会議

　平成２３年度の北海道地方コアシステム連絡会議を７

月１４日に札幌市内で開催しました。北海道、札幌市を

はじめ電子入札コアシステムを利用している機関と導入

を検討している市町村が参加されました。

会議では、各機関の利用状況の説明、システムの情報提

供が行われ、意見交換がなされました。

　

平成２３年度北海道ブロック会議　

　

　平成24年度も同時期に開催を予定しています。電子入

札未導入の発注機関契約業務ご担当者の方々には、改め

て電子入札制度について勉強する機会でもあります。是

非ご参加下さい。

■Ｐｈｏｔｏｇ－ＣＡＤの普及

　家庭用デジカメを用いた写真測量とＣＡＤ機能による

復旧工事の設計と積算が可能な「災害復旧支援システム

（Ｐｈｏｔｏｇ－CAD）」の普及を行っています。

　受発注者を問わずご説明に伺いますので、ご利用下さ

い。

Ｐｈｏｔｏｇ－ＣＡＤの説明会状況

　
お問い合わせ

ＪＡＣＩＣ北海道地方センター
　住所：札幌市中央区南１条東２丁目11タカハタビル
　電話：011-233-0511   ＦＡＸ：011-233-0512
　Ｅmail：hokkaido@jacic.or.jp

（北海道地方センター　センター長　佐藤薫）

北海道地方センター活動報告
地方便り



２０１２.１月号

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２４年１月１日発行

〒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/

－8－

JACIC便り

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成23年9月～11月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成23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

（　）：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

 9月10月

2,317
(1.01)

27,567
(0.97)

2,044
(0.96)

24,294
(0.97)

10月11月 11月

1,273
(0.96)

3,540
(1.07)

1,740
(0.95)

24,127
(0.97)

1,130
(1.06)

3,079
(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

9月 10月 9月 10月11月 11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

工事・業務

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

国土交通省電子入札

システムを利用する際

に料金は必要ですか。

端末内に保存した入

札説明書等に関する

「一括ダウンロードファ

イル」を開くにはどうす

ればよいですか。

国土交通省電子入札システムでは、利用者の方に利用料金を請求することはありません。

ただし、電子入札システムを利用するための環境構築（PCやICカード等の購入、インターネット

接続回線の開設・使用など）にかかる費用は、利用者の方にてご負担いただくことになります。

「一括ダウンロードファイル」は、配布されている全ての「個別ダウンロードファイル」を一定容量

毎にまとめたファイルです。LZH形式で圧縮されていますので、別途入手する解凍ソフトで解凍

してご使用ください。（解凍手順等は使用する解凍ソフトのマニュアル等を参照してください。）

なお、ご利用の端末に解凍ソフトを導入することが困難な場合は「個別ダウンロードファイル」を

取得してご使用ください。

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

0.8

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8


