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平成２４年３月１日発行（毎月１回１日発行）

平成24年１月20日（金）に第23回電子入札コアシステム
特別会員会議及び第10回コアシステムユーザ会議を日本
青年館ホテルにおいて開催しましたので報告します。

1．会議の位置づけ
特別会員会議は、コアシステムを利用中の団体から電
子入札システムを導入検討中の団体まで含めて、コアシ
ステムに関する最新の情報を提供します。
また、ユーザ会議は、電子入札コアシステムを利用し
ている公共発注機関のみの参加で行われ、全国9地方で開
催する地方ブロック別ユーザ会議（以後「ブロック会議」
という）の総会と位置づけられる会議です。
本年は、これらの会議の前に「電子入札コアシステム
利用者会議」を開催し、事業改善方針の実施状況および
意見・要望の収集を行いました。

2．第23回電子入札コアシステム特別会員会議
本会議では、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）が、正会員の賛同を
得て2年間の継続延長に決定したことを報告しました。
また、コアシステムの新バージョン、暗号アルゴリズ
ム移行対応状況、コアシステムにおけるOSミドルウェア
の動作確認および情報セキュリティの考え方について情
報を提供しました。
これまでは、OSミドルウェアの組み合わせを「第○世
代」と定義し、Solaris、Linux、Windowsの3パターンで
動作確認を行ってきました。しかし、OSによる大きな相
違は発生していないことから「○年○月○日動作確認」
とし、１パターンの確認とすることで対応の迅速化を図
ることとしました。なお、各団体のシステム構築におい
てOSの違いにより、コアシステムへの影響が判明した場
合は、事後対応によるサポートを行うことを報告しました。
また、昨今の国内企業や政府機関への脆弱性を突く技
術等の高度化をかんがみ、正会員や認証局等の関連機関
と情報交換を密に行い、コアシステムの情報セキュリティ
強化に努めることとしました。

3．第10回電子入札コアシステムユーザ会議
特別会員会議に引き続き第10回ユーザ会議を開催しま
した。
①平成23年度地方ブロック会議結果報告
平成23年度は、台風の影響により2会場での延期があっ
たものの、9月初旬に全9地方での開催が完了しました。

暗号アルゴリズム移行やASPへの切り替え、電子くじの
運用等について、ユーザ間の情報交換が行われました。
また、事前質問が多かったWindows7 SP1および64bit版
の対応、LGPKIの鍵更新や新しいクライアントソフト、
コアシステムV5.2およびV6のリリース等について事務
局から回答したことを報告しました。
②Javaの情報セキュリティ上の課題
JREの更新が滞る原因となるJavaの不具合修正を開発
元に要請してきたものの受け入れられず、やむをえず回
避モジュールを7月に提供しました。しかし、モジュー
ルの適用がなかなか進まず、情報セキュリティ上の問題
が解消されないことから再度適用を呼びかけるとともに、
先行団体の取り組み状況等について紹介しました。
③コアシステム利用団体におけるセキュリティ事案
9月にコアシステム利用中の2団体で発生した情報セキュ
リティ事案について情報提供を行いました。
また、情報セキュリティ強化について、電子入札コア
システム利用者会議の事業改善方針として明確にすると
ともに、取り組みを進めることを報告しました。
④平成23年度購入団体アンケート調査結果
114団体からいただいた回答を集計し、利用団体に有
益な情報を抜粋して報告しました。
新しく応札者クライアントのJRE1.3の除外予定につい
て確認したところ、未定の団体が6割と多かったため、
引き続きJavaの不具合対応モジュールの適用および
JRE1.3の廃止を推奨するとともに、各団体の状況を把握
し情報共有していくこととしました。

4．今後の取り組みについて
当日は雪がちらつく中、特別会員会議には、86団体、
総勢173名、ユーザ会議には80団体、総勢137名と、多く
の団体に参加いただきました。
本年は、同日の午後に3つの会議を開催したため、各
会議が1時間と短時間となったものの活発な議論が行わ
れました。
暗号アルゴリズム移行対応の時期が近づいているため、
引き続き対応モジュール提供の準備および早期の情報提
供を行います。
また、会議やアンケート調査等でいただいた意見・要
望等を基に、コアシステムV6の開発に向けた機能拡張
や性能向上について検討してまいります。

（CALS/EC部　主任研究員　菊地修）

『第23回電子入札コアシステム特別会員会議』
『第10回コアシステムユーザ会議』開催報告

ニュースと解説
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平成24年1月20日（金）日本青年館ホテル（東京都新宿区

霞ヶ丘町）において利用者の皆様、学識者として足利工

業大学小林康昭先生に参加をお願いし開催致しましたの

で報告します。

1．電子入札コアシステム利用者会議
○事務局報告
　事務局より利用者会議の経緯及び平成23年1月に策定し

た「電子入札コアシステム事業改善方針」の実施状況並

びに平成23年12月に実施した利用者意見募集の結果につ

いて報告を行いました。

○利用者の意見
　出席者から次の意見をいただきました。

・SaaS方式の料金体系

・物品調達のカスタマイズ費用

・JAVA環境の切り替えツールの提供

・国際標準対応の効果及び継続

・停止を公表している認証局対応

・適切なボタン配置、画面表示用語の明確化、ポップアッ

プブロックの無効化設定　等

○JACICからの回答等
　JACICから次のように回答等を行いました。

・SaaSの料金は詳細が決まり次第紹介、共同利用との比

較検討も行います。

・物品調達のカスタマイズは工事も含めて整備します。

・Java環境の整合について認証局に要請中です。

・国際標準対応は海外の手順等の調査、国際的なトラブ

ル防止のため継続したい。

・認証局に対して申し入れしています。

・ボタン配置、画面表示用語の明確化、ポップアップブロッ

クはこれからも予算、優先順位を勘案し組み入れてい

きます。

○学識者講評
　電子入札コアシステムの導入状況は１都道府県あたり

10機関程度となっており、まだ普及の余地がある。事業

仕分けにおいても電子入札システムの重要性は改めて確

認されており、さらなる普及と啓発が望まれる。また、

多数の事業者による特化が進むとなると、標準化や統一

化とは逆行するおそれが出てくる。欧米では電子入札を

受発注者が普通に運用している。日本においても同様に

整備されていくことを希望します。　

2．コリンズ・テクリス利用者会議
○事務局報告
事務局より利用者会議の経緯及び平成23年1月に策定し

た「コリンズ・テクリス事業改善方針」に基づく事業改

善の進捗状況、料金見直しの効果と見通し並びに平成23

年12月に実施した利用者意見募集の結果について報告を

行いました。

○利用者の意見
出席者から次の意見をいただきました。

・評点機能の内容を確認したい。

・コリンズ・テクリス直接提供における同時契約と複数

年の継続契約に対する割引を考えて欲しい。

・業界団体アンケートと現況の比較、未着手の改善要望

事項について引き続き善処して欲しい。

・工事と比べて業務の登録料金が受注金額に占める割合

が依然高い。

○JACICからの回答等
　JACICから次のように回答等を行いました。
・検索システムの評点機能についてはオプションとして

国だけでなく、都道府県や政令市、市町村でも活用で

きるようにしていきたい。

・発注機関の料金についてはコリンズ･テクリスの契約

に関して、継続契約並びに両方の一括契約料金につい

て更なる低減の要望があります。

・登録料金については受注金額の大小、工事と業務の区

別について、受注金額に対して適正かどうか、さらに

見直す余地があるのではないかという意見があります。

・料金全体について昨年策定した料金の考え方は平成２３

年を当初として５年間の見込を持った料金設定であり、

今後の状況について、見守っていく必要があります。

・業界団体様からは独自に実施したアンケートの結果と

要望事項がまとめられています。JACICが実施した意

見募集の結果を含めて事業の充実を図るためこれから

も予算、優先順位を勘案し対応していきたい。

○学識者講評
システムへの要望がシステムの完成度を高める。利用

者の負担感が軽減できるようなシステム作りを目指して

ほしい。国から地方の発注機関、ゼネコンから家内製レ

ベルの企業まで、システムに普遍性と可用性を求めるな

ら、こうした多様性に対処する必要があるとの意見を頂

きました。

各利用者会議の参加機関等

―――――――――――――――――――――――――

会議における「議事概要」につきましては、以下の

URLに掲載しています。

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

（経営企画部　上席参事　落合清二）

平成23年度「電子入札コアシステム利用者会議」及び
「コリンズ・テクリス利用者会議」開催報告

JACIC便り

参加機関等の区分 

学識者 
国の機関 
都道府県 
政令指定都市 
市町村 
独立行政法人 
株式会社・事業団 
業界団体 
合計 

コリンズ・テ
クリス 
１ 名 
５ 機関 

１８ 
５ 
３ 
５ 
３ 
５ 

４４ 

電子入札コア
システム 
１名 
５ 機関
機関
機関
機関
機関
機関
機関
機関

機関
機関
機関
機関
機関
機関
機関

 
３９ 
１２ 
１９ 
３ 
３ 
５ 

８６ 
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平成23年度コリンズ・テクリス意見募集について

1.  はじめに　

　JACICでは、平成22年度の意見募集等に基づき「コリ

ンズ・テクリス事業改善方針」を策定し、様々な改善を

行ってまいりました。本年度もより一層の利便性の向上

を図るため、昨年度に引き続き平成23年度コリンズ・テ

クリス意見募集を実施し、コリンズ・テクリスに関して

利用者から幅広くご意見を聴取しました。

　実施時期は、平成23年12月1日（木）から12月15日（木）

の間で、意見募集はコリンズ・テクリス検索システムを

ご利用の全公共発注機関及び企業の皆様を対象に依頼し、

システムの機能、性能について、利用料金について、シ

ステムの運営のほか沢山の自由意見もいただきました。

2.  検索システムに関するご意見（発注機関）　

　検索システムをご利用の発注機関の皆様からは、173

件のご意見をいただきましたが、そのうちの10％が国、

独立行政法人で90％は地方自治体もしくはその他機関か

らでした。また、75％は年間発注件数が100件を上回る

比較的利用頻度が高いと考えられる機関からでした。

　システムの機能等については、図-1に示すように不満、

やや不満とのご意見が19％で、改善要望については図-2

に示すようにパスワードの３か月変更が煩雑との意見が

多かったほか、自由意見ではフリーキーワードでの検索

機能の充実を望むご意見が多数ありました。

　

　また、利用料金については、不満、やや不満とのご意

見が20％ありました。問い合わせ対応等システムの運営

に関して不満、やや不満は4％と概ねご満足をいただい

ているようです。

　主な自由意見は、システムの意義に対する疑問等、シ

ステムに満足、継続的な改良を要望のほか受注企業の登

録料金が高いとのご指摘がそれぞれ３件のほか多岐にわ

たるご意見をいただきました。

3.  登録システムに関するご意見（受注企業）

　登録システムをご利用の企業の皆様からは、同一企業

の複数回答も含め213件のご意見をいただきました。

そのうちコリンズをご利用の建設工事企業が72、テクリ

スをご利用の企業は重複も含め、業務内容が建設コンサ

ルタント122、補償コンサルタント85、測量115、地質調

査52でした。また、年間の受注件数をみるとあまりばら

つきなくご意見をいただきました。

　システムの機能等については、図-3に示すようにご不

満をお持ちの方が約30％程度でした。改善要望について

は10分間放置でタイムアウトや「×」「戻る」ボタン使

用で10分間再ログインできないことについての改善要望

が多く、自由意見では、比較表の表示方法や発注者確認

方法、その書式に関するご要望が多数ありました。

　

　また、利用料金については、不満、やや不満併せて50

％を超えるご意見がありました。

　ヘルプデスクの対応などについては、ガイダンスが不

十分、問い合わせへの対応に不満、電話がつながりにく

いなど、35％の不満、やや不満のご意見を頂きました。

　自由意見については、料金の再引き下げ、自社データ

取得の無料化など料金に関するご意見のほか、登録内容

確認方法等の改善、技術者登録枠の拡大を要望するご意

見が多数ありました。

4.  おわりに

　いただいたこれらのご意見については、利用者会議等

のご意見も合わせ、集計、整理の上緊急性などを十分検

討し、必要な改良、改善等を進めてまいります。

（コリンズ・テクリスセンター　参事　長島修一）

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

演題と講演者

CALS/ECコーナー

図－1　検索システムの機能、操作性及び性能について

図－2　検索システム改善要望等

図－3　登録システムの機能、操作性及び性能について

図－4　登録システム改善要望等
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BCPサポートシステムプロジェクト　中間報告
CALSの成果を活用し、被災地の復旧・復興の加速へ

1．はじめに

「建設CALS整備基本構想」（以降、基本構想）が平成8

年4月に策定され、公共事業におけるCALSがスタートし

15年が経過しました。基本構想には、「公共事業にCALS

の概念を導入し、組織間、事業段階での情報の交換、共有、

連携を図り、建設費の縮減、品質の確保・向上、事業執

行の効率化等を目指す」、と位置付けられています。言い

換えれば、建設生産システム全体を対象として、ICT

（Information and Communication Technology：情報通

信技術）を用いたBPR（Business Process Re-engineering：

業務改善）を推進することを目指していました。

この15年間で大きな成果が得られましたが、パーツと

しての整備も多く、建設生産システム全体としての活用、

展開に課題が残ると言えます。具体的には、①電子入札

は拡大したが、電子契約は未達成、②電子納品はルール

化したが、成果品の利活用は進んでいない、③情報共有

は工事施工中の実証実験を行っているが、設計から施工、

施工から維持管理への連携はできていない等です。今後、

電子化を前提に、従来の業務プロセスを全面的に見直す

BPRを推進していくことが重要です。

基本構想の最終年には災害史上、未曾有の東日本大震

災が発生しました。現在、関係機関は東日本大震災から

の復興等及び国民の安全・安心の確保に総力をあげて取

り組むとともに、震災を契機として我が国が抱える諸課

題を克服し、我が国の明るい未来を築くため、「持続可

能で活力ある国土・地域づくり」を推進しています。こ

れらの取り組み、ひいては建設生産システムのイノベーショ

ンには、これまでのCALSの成果をまとめあげ、実践す

る新たな方策が不可欠であると考えられます。当センター

ではCALSの成果を最大限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。

2．BCPサポートシステム

今回のBCP サポートシステムは、新たにシステムを開

発し、そのシステムを試行し、普及・展開するものでは

ありません。日々進展するICTを最大限に活用し、既に

存在する様々なシステムの機能を、人＜BCPサポータ＞

によって繋げ、ワンストップサービスとして提供するこ

とで、BPRの推進を図ることを目指したプロジェクトです。

なお、今回のBCP（Business Continuity Plan : 事業継続計画）

の対象期間は災害発生段階のみではなく、復旧・復興の

段階も含むものとしています。

公共事業の各段階である、「計画」、「設計」、「工事」、

「管理」そして、再度、「計画」へと繋がる「建設生産シ

ステムの循環」の全てについて、これまで構築・利用さ

れてきたサービスやシステムを対象とし、ワンストップサー

ビスとして提供することを目指しています。特に、被災

地では、限られた人員で輻輳する現場を効率的・効果的

にマネジメントすることが求められていることから、今

回提案するBCPサポートシステムを活用することが有効

であると考えられます。

3．具体的内容

　提案するプロジェクトのイメージを図１に示します。

図1　提案するプロジェクトのイメージ

　BCPサポータが、受発注者の担当者に現地で寄り添い、

担当者の新たな業務の増加にならないよう、日々の業務

をサポートすることを通じて、ICTを用いたBPRの推進

についてニーズを把握し、業務改善や品質確保について

診断を行い、具体的な支援事項についてその場で提案を

行います。提案するシステムを利用いただくことで、現

在の業務が、どのように変わるかを、受発注者の担当者

に手にとって実感していただくことを目指しています。

　当面は、工事の「情報共有システム」をベースに、電

子成果品や電子情報を利活用するための「電子図書館サー

ビス」、日々発生する膨大な現場写真を効率的に整理・

管理するための「写真管理サービス」、簡易版TV会議シ

ステム等による現場の可視化などに取り組んでいます。

　現在、東北地方整備局の北上川下流河川事務所をはじ

めとした現場で、タブレット型端末やクラウドサービス

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）

JACIC便り GISコーナー
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JACIC情報105号のご案内

等を活用して、どのような業務改善や品質確保の効果が

あるのかについて計測を開始したところです。計測項目は、

移動時間や移動距離、作業や保管スペース等に加え、判

断材料となる資料や図面がどれだけタイムリーに検索が

できるか等を考えています。

4．今後の展開

　現在、いくつかの現場でBCPサポータとして寄り添い、

日々の業務をサポートすることから取り組んでいます。

　今後、BCPサポータとして、学識者、建設関係者、測量・

ベンダー関連企業等へ参加を呼びかけ、産学官の連携に

より、被災地の復旧・復興を加速することに繋げたいと

考えています。BCPサポータがこれまでのCALSの成果

を現地で実践し、ワンストップサービスとして提供する

ことを目指しています。

　さらに、平成24年度は情報化施工、電子検査、維持管

理にも展開し、このことにより、震災復興を契機とした

建設生産システムのイノベーションとなる先進的モデル

を提案していきたいと考えています。次回はBCPサポー

トシステムの具体的な取組として「電子図書館サービス」

を紹介します。

（CALS/EC部　電子納品室長　元永秀）

特集：東日本大震災　－１年が経過して－

2011年3月11日に我が国地震観測史上最大（マグニチュー

ド9.0）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亡くなられ、東日本

一帯に未曾有の被害が生じました。

想定をはるかに超える自然の猛威を目の当たりにし、

これまでの防災対策の問題点も数多く顕在化しました。

その中には、構造物のハード面における問題ばかりでなく、

各種の情報の伝達、集積、活用等のソフト面に関連する

問題が多く含まれています。

本号では、東日本大震災の発生より約１年が経過して

復興に向け歩みはじめた今日において、これまでの取り

組みを振り返るとともに、今後の防災・減災対策、情報

に関連したソフト面の課題・対応策等について、国、大学、

民間の各方面の取組みを紹介します。

＜主な内容＞

①巻頭言　：東京都市大学　皆川　勝　教授

②編集長インタビュー：

 群馬大学　片田　敏孝　教授

 関西大学　　河田　惠昭　教授

 早稲田大学　濱田　政則　教授

 東京大学　　目黒　公郎　教授

③各方面の取組み：

 内閣府　　　大野　崇　氏

 国土地理院　仲井　博之　氏他

 気象庁　　　尾崎　友亮　氏他

 東北大学　　越村　俊一　准教授

 上智大学　　服部　武　教授

 京都大学　　林　春男　教授

 京都大学　　畑山　満則　准教授

 NPO法人ITSJapan　八木　浩一　氏

 東日本高速道路（株） 久保　竜志　氏

 グーグル株式会社 [JACICインタビュー]

④JACICの取組み　　他

　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）

図2　今後の展開
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情報セキュリティへの脅威（1）
～「人」が起こしてしまう情報漏洩の脅威～

１．はじめに

昨年のJACICnewsにおいて、JACICにおける情報セキュ

リティに対しての取り組みを、「現在までの取り組み」、

「入退室とパソコンの情報セキュリティの取り組み」、「情

報セキュリティ標準」、「JACICのセキュリティ教育の取

り組み」の４回に分けて紹介しました。

平成24年は、攻撃の手法や手口が巧妙・高度化してい

る情報セキュリティに対する様々な脅威について紹介し

ます。

2．情報セキュリティへの脅威の動向

近年、情報セキュリティに対しての脅威は、技術的に

高度になるだけでなく、単純な攻撃を巧みに組み合わせ、

より高度化した攻撃を加えると共に、心理的な隙を突い

てきています。それにより、今まで考えられなかったよ

うな大量の情報を盗み出され、同時に色々なタイプの情

報を改ざんされています。

3．脅威の種類

セキュリティ対策については、人的セキュリティ、物

理的セキュリティ、技術的セキュリティに分類し、セキュ

リティレベルを確保しています。

人的セキュリティに対しての脅威は、「人」が起こして

しまう情報漏洩の脅威等が上げられます。

物理的セキュリティに対しての脅威は、自然災害や事

故による脅威等が上げられます。

技術的セキュリティに対しての脅威は、標的型攻撃、

ガンブラー、クラウドコンピューティング、ソフトウェ

アの脆弱性やシステムのセキュリティ対策不備がもたら

す脅威等が上げられます。

これらの脅威を、シリーズで紹介していきます。尚、

本稿では、「人」が起こしてしまう情報漏洩の脅威につい

て紹介します。

4．「人」が起こしてしまう情報漏洩の脅威

情報漏洩の脅威は、事故を引き起こすことにより企業

経営にダメージを与えかねないため、予防的な対応に加え、

事件・事故の発生後の対応も重要になってきます。

情報漏洩の特徴の一つとして、人の行動によって引き

起こされる点が挙げられます。現代社会において情報漏

洩事故・事件が減少しない要因の一つに、人が情報を取

り扱う上で、システムで制御できない部分があるため、

最終的な判断を人に任さなければならない点が挙げられ

ます。2011年版10大脅威（IPA「独立行政法人　情報処

理推進機構」）では、人が起こしてしまう情報漏洩の脅威

が第1位に上げられています。

（１） 管理ミス

　データの取り扱いに対しての管理ミスであり、機密性

の高いデータを、乱雑に扱ってしまったが故に起こりう

るミスです。

（２） 誤送信

　主に電子メールの誤送信が挙げられます。本人が気づ

かないうちに、情報が漏れてしまう危険性があり、悪意

の持つ人物に漏れてしまうと、情報を流されたり、営利

目的に利用されたりすることもあります。

（３） 紛失・置き忘れ

　USBメモリ等、データ記憶装置の小型化や大容量化に

伴い、大量データが手軽に持ち出せるようになり、外出

先で紛失・置き忘れしたりする事です。ほとんどが、

USBメモリの紛失です。

（４） 盗難・不正持ち出し

　業務情報等の会社の機密情報を、USBメモリやCD-R等

の外部記憶装置で故意に持ち出し、情報を名簿業者に売

却したり、暴露したりする行為です。

5．おわりに

　人が起こしてしまう情報漏洩を少なくするには、情報

セキュリティに対する教育が大切です。全職員を対象に

情報セキュリティ標準の内容の再認識と最新の脅威につ

いて等、情報セキュリティ講習会を毎年行う必要があり

ます。

参考文献：情報セキュリティ白書2011（IPA「独立行政

法人　情報処理推進機構」）

（システム運用部　参事　三宅基裕）

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）

（参考）JNSA2010年情報セキュリティインシデント調査報告書

GISコーナー
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　北陸地方センターにおける平成23年度の主な活動状況

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24年2月13日（月）～2月24日（金）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９回目となります。

参加者からは、今回の操作体験を通じて電子入札操作方

法の理解が深まったなど、ご好評をいただきました。

　

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した。

　平成22年12月にRCCM資格制度の改定が行われ、個人

での登録が可能となったことなどから、受講者は昨年度

の76名から131名と大幅に増加しました。平成24年度も

新潟市で開催を計画しておりますので、奮ってご参加下

さい。

■「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）に新潟市内で「けんせ

つフェアin北陸2011」の開催がされました。JACICでは「災

害復旧効率化支援システムPhotog-CAD）」等の展示・操

作体験を行い、ご好評をいただきました。

けんせつフェアにおけるPhotog-CADの操作体験

■「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8日（金）に富山市内で「電子入札連絡会議

（北陸ブロック会議）」を開催しました。

　会議には11機関（北陸地整、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、

運用状況などについて有用な情報交換を行いました。

■Photog-CAD操作講習会の開催

　災害査定業務のICT化を図るためにJACICが開発し、

普及促進を行っているPhotog-CADの講習会を実施しま

した。

 富山市における現地操作講習会

（開催日時）平成23年8月26日（金）

（会　　場）いこいの森　磯波風（富山市）

（受 講 者）社団法人富山県測量設計業協会会員企業　

（実施内容）

・屋外にて、ターゲット設置と写真撮影の実習

・三次元モデルの作成の実習

・CAD図面・査定設計書の作成の実習

ターゲット設置と写真撮影の実習の模様

 北陸地方整備局における操作講習会

（開催日時）平成23年11月8日（火）

（受 講 者）北陸地方整備局防災担当関係者15名

（実施内容）Photog-CADによる査定設計書・野帳作成

　　　　　　までのデモンストレーション

北陸地方整備局における操作講習会の模様

　（北陸地方センター　センター長　穂苅正昭） 

北陸地方センター活動報告
地方便り

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
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http://www.jacic.or.jp/henkou.htmlお知らせ
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JACIC news　平成２４年３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－
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コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成23年11月～平成24年1月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成23年11月～平成24年1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） 

 

（　）：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

 11月12月 12月

1,660
(0.98)

24,531
(0.97)

11月

1,740
(0.95)

24,127
(0.97)

1,130
(1.06)

3,079
(1.08)

979
(1.00)

2,746
(1.09)

1月 1月

1,168
 (1.05)

17,038
(0.97)

628
(1.17)

2,093
(1.21)

国の機関 国の機関 地方公共団体地方公共団体

11月 11月12月 12月1月 1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）

JRE1.3では、今後システ

ムが利用できなくなるの

ですか。

現在、利用可能なJava実行環境（JRE）はJRE1.3とJRE6.0ですが、JRE脆弱性対策として、

平成24年3月26日（月）をもってJRE1.3の入口を閉鎖いたします。3月27日以降は、JRE1.3で

は電子入札システムが一切利用できなくなります。

また、これに併せて電子入札稼働環境の拡大（JRE6.0 Update29の採用）を行うこととして

います。

JRE1.3をご利用の方は、認証局にご相談のうえ、JRE6.0への環境移行をお願いいたしま

す。

（参照先URL　http://www.e-bisc.go.jp/read/00000136.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

0.8

1.3

1.2

1.1

1.0

0.9


