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平成２４年６月１日発行（毎月１回１日発行）

ニュースと解説

平成24年4月13日（金）午後、約260名のご参加をいただき、
「CALSの15年を振り返り、新たなステージへ～建設生産
システムのイノベーションに向けて～」と題して、今年
度第１回のJACICセミナーをホテルルポール麹町におい
て開催しました。
「建設CALS整備基本構想」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。
この間で大きな成果が得られました。今回のセミナーは、
成果と課題を振り返り、今後の建設生産システムのイノベー
ションの具体的方策について提言し、新たなステージへ
のキックオフをする内容となりました。　
○講演内容とパネルディスカッション 

○基調講演
国土交通省の佐藤技監から「CIMノススメ」＜建設生
産システムのイノベーションに向けて＞と題して、建設
産業の生産性を高めるためには、いわゆるCIM（コンス
トラクション・インフォメーション・モデリング）の活
用が不可欠であることについてご講演いただきました。
コンピュータ上に作成した三次元モデルの建物に部材の
数量やコストなどの属性情報を盛り込んだBIMを土木分
野でも積極的に活用する必要性を強調されました。ICT

を核として施策・要素技術を統合化するとともに、ICタ
グの活用や土木・建築の共通ライブラリーの整備の必要
性を紹介され、基準づくりから入るのではなく、まずは
モデル工事を進めながら課題を解決してゆくことが重要
であることを強調されました。

基調講演の様子
○講演
CALSがスタートした当時の関係者を代表して、愛媛
大学の木下教授から「建設CALS整備基本構想から15年」
と題して当時の熱い思いを語っていただきました。
CALSによりパーツとしての技術が進んだが、建設生産
システム全体の改善までには至っていないため、現場発
でプロセス全体を統合して取り組んでいくことが重要で
あると強調されました。
○パネルディスカッション
関西大学の田中教授、国土交通省の多田調整官、（社）
日本建設業連合会の佐藤専門部会長、（一社）建設コンサ
ルタンツ協会の藤澤専門委員長をパネリストにむかえ、
コーディネータを木下教授にお願いし、「今後の建設生
産システムのイノベーションに向けた具体的方策につい
て」をテーマに議論が交わされました。学識者、行政、
施工者、設計者の立場から、建設生産システムの新たな
ステージへのキックオフとしての多くの提言がなされま
した。実際の建設現場で、三次元モデル等のICTを総動
員してモデル工事を実施することや維持管理からの発想
でデータを流通していくこと、技術者一人一人が意識改
革をして、ICTを前向きに使っていくことの重要性等の
提言がなされました。
なお、セミナーの詳細についてはJACIC情報106号で
紹介します。また、配付資料、動画等は、JACICのホー
ムページで配信しておりますのでご覧下さい。

（CALS/EC部　電子納品室長　元永秀）

CALSの15年を振り返り、 新たなステージへ
～建設生産システムのイノベーションに向けて～
平成24年度第１回JACICセミナー　開催報告

１． 基調講演
「CIMノススメ」
＜建設生産システムのイノベーションに向けて＞
　佐藤　直良　国土交通省技監

２． 講演
「建設CALS整備基本構想から15年」
　木下　誠也　愛媛大学教授

３． パネルディスカッション
「今後の建設生産システムのイノベーションに向けた
具体的方策について」
パネリスト
田中　成典　関西大学教授
多田　　智　国土交通省大臣官房技術調査課
　　　　　　建設技術調整官
佐藤　　郁　（社）日本建設業連合会
　　　　　　公共工事委員会ICT部会
　　　　　　図面専門部会長
藤澤　泰雄　（一社）建設コンサルタンツ協会
　　　　　　CALS/EC委員会委員
　　　　　　データ連携専門委員長

コーディネータ
木下　誠也　愛媛大学教授
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１．はじめに

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）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23年7月で10周年

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640団体が採用し532団体

が運用を開始しています。（平成24年3月末時点：昨年比 

採用＋37 運用＋53）

2． 平成23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

を行う場として開催する会議です。平成23年度は、コンソー

シアムの継続を審議する年度となっており、臨時会議を

開催し正会員の賛同のもと、2年間の継続を決定しました。

（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、新制度や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23年度は、開催方法の変更に伴い会

合を3回に減らすものの、メールによる情報交換を5回程

度行うことで、密に情報交換を行えるようにしました。

主に平成24年4月に期限を迎えるサーバ証明書の更新や、

暗号アルゴリズム移行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る地方ブロック

会議では、ユーザ同士の情報交換を中心にLGPKI組織認

証局の鍵更新やWindows7 64bit版対応、暗号アルゴリズ

ムの移行スケジュール等について議論を行いました。

（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23年度は、80団体、

総勢137名が参加しました。（平成24年1月20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。

平成23年度にコアシステムを利用中の団体で発生した

情報セキュリティインシデントについて情報共有をする

とともに、問題となる古いJRE1.3の廃止について議論が

なされ、いくつかの団体では既に取り組みが開始されて

いる旨が報告されました。また、暗号移行に関して地デ

ジのように認証局が応札者に対し、統一キャンペーンを

行えないものかとの意見もありました。

（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

と同日に開催しています。平成23年度は、同日に利用者

会議を開催したことから、情報セキュリティ等を含む会

員向け情報に絞込み情報提供を行いました。コアシステ

ム未採用の団体を含む86団体、総勢173名が参加しました。

（６）利用者会議

平成23年度は、特別会員会議、ユーザ会議と同日に開

催し、事業改善方針の状況等を報告しました。また、昨

今の情報セキュリティ事案の発生をかんがみ、事業改善

方針に情報セキュリティの強化について取り組む旨を追

加することとしました。

（７）コアシステムの改良・検討

平成23年度は、Javaの不具合回避モジュールの提供、

Windows Server 2008 R2及び新しいミドルウェアに対

応したコアシステムV5.2のリリース等を行いました。

また、今後のコアシステムV6.0の開発に向けた物品役

務機能の強化や、コアシステムのOSS（オープンソース

ソフトウェア）対応等に関する調査・検討を実施しまし

た。

3． 今後の取り組みについて

平成23年度に事業改善方針へ追加した情報セキュリティ

については、コアシステムの機能面は元より、提供して

いるドキュメントの見直しや追記等を行い、情報セキュ

リティインシデント発生の抑制に努めてまいります。

また、電子入札コアシステム利用中の団体すべてに影

響する暗号アルゴリズム移行が近づいており、平成25年

度中の対応に向けた予算確保をお願いするとともに、暗

号アルゴリズム移行がスムーズに行われるよう、更なる

情報提供を行ってまいります。　

（CALS/EC部　主任研究員　菊地修）

平成23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23年度活動報告
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BCPサポートシステムプロジェクト
写真管理サービスの構築

1. はじめに

　BCPサポートシステムは、日々進展するICTを最大限

に活用し、既存の公共事業に係る新たな複数のシステム

と機能を、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。

　今回第３回目では、BCPサポートシステムプロジェク

トの主たるサービスのひとつである、写真管理サービス

を紹介します。

2. 写真管理サービス

　建設現場では日常的な施工管理に係る現場写真が大量

に発生し、これらの整理に相当な労力がかかっています。

　JACICは最近の高機能化したモバイル機器の活用に着

目し、施工管理のうち出来形や品質管理における「計測、

記録、写真撮影、整理」という一連の作業を写真管理業

務と位置付け、業務の効率化を目指し写真管理サービス

として検討してきました。

　写真管理サービスは、計測した数値が自動的に写真デー

タに取り込まれ、写真整理や出来形管理に連携すること

を目指しています。

3. 検討状況と導入効果

（1）検討状況

図 1　写真管理サービスのイメージ

　

　検討状況として写真管理サービスのイメージを図１に

示します。図の「②③写真管理項目の記入と撮影」「④

写真整理」の場面を写真管理サービスとして今回構築し

ました。具体的には写真データに計測値等の管理項目を

付加するものです。これにより計測値等の小黒板や紙へ

の転記が不要になり、計測から写真整理までの写真デー

タの受け渡しが可能となりました。具体的な作業を図2

に示します。結果的に、写真データを「バーチャル小黒

板」としてスマートフォンで見ることもできました。こ

れらはJACICの研究助成事業として、（株）リコー、リコー

ジャパン（株）、JACICの３者共同で検討してきたもので

す。

図 2　スマートフォンによる撮影・入力状況 

（2）導入効果

　今回現場で確認できた効果は、現地での小黒板や紙へ

の記入作業が音声やキーによりスマートフォンへの直接

入力にかわったことによる作業時間短縮と、計測値の二

重入力が排除できたことです。さらに写真データに管理

項目が付加されるため、写真データのみで管理項目の確

認ができ写真整理の効率化が図られました。

　また、通信機能による写真データの連携ができれば、

自動で一貫したデータの受け渡しとなり、現場において

写真管理業務がワンストップで完了する可能性が確認で

きました。

4. 今後の展望

写真管理サービスは写真データとして標準化された

Exifフォーマットを活用することで、計測から出来形等

管理までの一連の作業を連携させることが可能です。こ

のためには計測機器・モバイル機器・カメラ等のメーカー

や写真管理・出来形管理ソフト等のベンダー、工事施工

管理の受注者の間でJACICも含め、協力していくことが

重要であり、施工管理業務の効率化及び品質の向上に繋

がるものと考えています。

次回は、BCPサポートシステムとして、今後展開する

維持管理業務での取り組み状況について紹介します。

（CALS/EC部　主任研究員　富岡光敏）

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

平成24年度「CALS/EC資格試験」のご案内

CALS/ECコーナー

情報セキュリティへの脅威（2）
～自然災害による脅威～

１．はじめに

 JACICでは、情報セキュリティにおける脅威を、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。これは、人

が情報を取り扱うことにより、故意、過失によるデータ

の持ち出しや誤送信、紛失、盗難などです。

物理的セキュリティに対しての脅威は、大雨や地震等

の自然災害や事故等による脅威が上げられます。

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の脆弱性、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

がもたらす脅威が上げられます。

今回は、物理的セキュリティに対しての脅威のうち自

然災害による脅威を取り上げます。

2．自然災害による脅威

2011年3月11日に発生した、東日本大震災では、東日

本一帯に未曾有の被害をもたらしました。

被災した自治体では、巨大地震により、庁舎の破損、

停電、通信網の断絶と共に津波の浸水により情報システ

ム機器の流失、データの喪失により行政機能の喪失を招

き被害は甚大なものになりました。

被害の大きかった自治体では、仮庁舎の建設や情報シ

ステムの復旧に、数ヶ月要しています。

このことにより、サーバの地震対策、バックアップデー

タの保存方法のあり方に問題を提起しました。

今回の地震では、東京でも計画停電(輪番停電)で、自

前のバックアップ電源ではまかないきれない企業が多く

あり、（独）情報処理推進機構（IPA）が関東圏の計画停電

の対象となった民間企業にアンケート調査を行った結果、

全体の38％が計画停電で事業に何らかの影響を受けたと

解答しています。

自然災害などはいつ起こるか分かりません。従業員や

企業資産の被害や影響を低減させるために、行動計画を

予め策定し、緊急事態に備える必要性を再認識しました。

事業が長期間停止してしまうと、次のような事が懸念

されます。

・ 収入が途絶する

・ 顧客の信用が無くなる

・ 復旧が困難になる

・ 関係会社の事業も影響を与える

JACICでは、事業が停止するという事態は発生しませ

んでしたが、首都圏直下型地震発生に備えて対策が求め

られています。

JACICは、全システムに対し調査を行い、赤坂本部に

あるサーバは、すべて免震ラックへの格納、据え置き式

のサーバは、全て固定しました。

また、災害対応備蓄品の見直し、改善も行いました。

今後とも過去の災害の経験を基に、災害に備えていき

ます。

参考文献

（独）情報処理推進機構, 「2012年版10大脅威」, 2012.3

（システム運用部　参事　三宅基裕）

地震

火災 人為的災害

津波
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JCIS検索システムが新しくなりました
1.  はじめに　

　JACICと財団法人建設業技術者センター（CE財団）が

共同で運営するJCIS検索システムが、平成24年4月から、

新しくなりました。この新しい検索システムは、利用者

からのアンケートを参考にして、さまざまな改良を加え

ています。

2.  新しい検索システムの主な改良点

（１） 検索結果から他の情報を参照できる様になりました。

従前のシステムは情報単位の検索しかできず、検索結

果から関連する他の情報を確認するためには、再度メニュー

画面に戻るなどの非効率な手順が必要でした。新しい検

索システムではこれを改善し、検索結果に関連する会社

の情報、技術者の情報、工事の情報を容易に確認できる

ようになりました。

（２） 検索時間が短縮されました。

検索を実行してから検索結果が表示されるまでの時間

を大幅に改善しました。公募条件のシミュレーション等

の繰り返し検索する業務での作業時間の短縮が期待でき

ます。

（３）ソフトウエアのインストールが不要になりました。

　従前のシステムは、専用のソフトウェアをインストー

ルする必要がありましたが、新システムではInternet 

Explorer （ブラウザ）から検索できます。

新しいJCIS検索システム　トップメニュー

3.  新しいJCIS検索システムのリリーススケジュール

　平成24年4月から9月頃にかけて、新しいJCIS検索シス

テムに順次切り替えを進め、従前の検索システムは切り

替え後に提供を終了します。

4.  おわりに

　新しいJCIS検索システムの詳細は、ＪＣＩＳ（ジェイシス）

ホームページ　http://jacic-ce.cezaidan.or.jp/（ＪＡＣＩＣ－

ＣＥ協議会）でお知らせしております。

　（コリンズ・テクリスセンター　参事　古関優樹）

JACIC情報106号のご案内

特集： CALSからCIMへ

　　　 ―成果を振り返り、新たなステージへ―

「建設CALS整備基本構想」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。

この基本構想を契機に、これまで大きな成果が得られて

きました。その成果は、基本構想に描かれた事項の具体

化のほか、基本構想の範疇を超えたところでも、情報化

施工技術等のいくつかの取り組みが具体化されてきました。

一方で、これら具体化されてきたものはパーツとして

の整備が多く、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。取り扱う情報を電子化する

段階を終え、ルーチン作業の中でその情報を交換・共有

することは可能となりましたが、建設生産システムの流

れの中で、その情報の共有・連携は十分ではありません。

今後は、電子化された情報を前提に、利用者に対して

コンセンサスを得る情報技術等個別に具体化すべきテー

マと合わせて、共有・連携に重点をおき従来の業務プロ

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。

すなわち、実践する新たなステージであるCIM（Construction 

Information Modeling）が、いよいよ始まることになり

ます。

本特集では、これまでの成果を振り返り、新たなステー

ジに向けた各機関の取組みを紹介し、今後の建設生産シ

ステムを展望します。

主な内容

①巻頭言： 　国土交通省　佐藤 直良　技監

②特別寄稿： 愛媛大学　　木下 誠也　教授

③パネルディスカッション：

　[パネリスト]

 国土交通省　　　　　　多田 智　　建設技術調整官

 関西大学　　　　　　　田中 成典　教授

 （社）日本建設業連合会　佐藤 郁　　専門部会長

 （一社）建設コンサルタンツ協会　藤澤 泰雄　専門委員長

　[コーディネータ]

 愛媛大学　木下 誠也　教授

　③各方面の取組み

　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）

（経営企画部　上席参事　落合清二）
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Photog-CAD 地方センターより（その１）

GISコーナー

【活動予定】

○ 電子入札実践講習会（主催：広島商工会議所）

　 平成24年5月31日～6月6日

○ 中国地方ブロックコアユーザ会議

　 平成24年6月下旬

○ RCCM資格試験受験準備講習会

　 平成24年7月24日

○ コリンズ・テクリス検索システム　デモ

　 随時　中国管内 地方自治体等

○ 災害復旧効率化支援システム（Photog-CAD）試行

【コリンズ・テクリス】

　中国地方センターによくあるお問い合せや、皆様に知っ

て頂きたい事を、少しだけご紹介します。

■ 発注機関の皆様へ

○ 検索システムが改良されました（4月12日）

・Internet Explorer 9に対応

・事業の分野の検索で「下水道」が検索可能に

・｢ダウンロード」機能の充実

・｢手持ち工事・業務確認検索｣を改良

○ 「企業リスト」で、正確かつ迅速な検索が可能に！

　複合検索では、EXCELで作った「企業リスト」を検

索条件に設定する事ができます。有資格業者名簿やラン

ク毎に作成しておくと便利です。

　例えば、有資格業者リストを設定すれば、無資格業者

や廃業者が、検索結果に含まれる事はありません。また、

検索対象企業を絞るので、検索時間を短縮できます。

■ 登録企業の皆様へ

○ 国家資格を登録していますか？

　技術者が保有する国家資格や監理技術者証番号、継続

教育実績値などの情報も、発注機関に提供しています。

建設実績技術者情報をご確認ください。

　作業選択－建設実績技術者情報更新から、追加・修正

できます。（※更新は利用責任者に限ります）

　

図１　作業選択画面（建設実績技術者情報更新）

○メールは届いていますか？

　登録が完了したら利用責任者のメールアドレス宛に、

登録完了のお知らせが届きます。「そんなメール見たこと

がない！」という方は、メールアドレスが間違っている

かもしれません。

　作業選択－企業情報閲覧－利用責任者情報をご確認下

さい。変更する場合は「企業情報変更手続き依頼書」を

提出してください。（※利用責任者に限ります）

図２　登録完了のお知らせメールの例

○施工場所「終点」は、空白可

　道路や河川などで起点と終点の住所が異なる場合に入

力します。例：（自）○○～（至）□□

　施工場所が１箇所の場合は、起点（もしくは代表地点）

のみ入力し、終点は空白にしてください。

図３　終点住所（必須ではありません）

【お問合せ】

地方便り

中国地方センターの活動、及びコリンズ・テクリス

（中国地方センター　センター長　鷲田治通）

JACIC中国地方センター
電　話：082-227-1105　　FAX：082-227-1106
Email ：chuugoku@jacic.or.jp
住　所：広島市中区八丁堀4-4エイトバレー八丁堀8階
業務時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
             （土日祝および年末年始を除く）
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JACICnewsの電子版移行のお知らせ

JACICnews4,5月号でご案内いたしましたとおりJACICnewsの印刷物としての発行は本号で終了させていただき
ます。ご希望の方にはJACICからの情報をタイムリーにお知らせする「JACIC ニュースレター」を新たにEメ
ールで配信いたしますので、これを機会に下記URLからご登録いただくようお願い申し上げます。

　http://www.jacic.or.jp/books/newsletter/index.html 

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

JACIC便り

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

工事・業務

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

質問を登録していない

にもかかわらず、「入札

説明書・案件内容に対

する回答登録のお知ら

せ」メールが届きました。

平成23年度 電子入札システム機能改良により、回答の登録にあわせてお知らせメールが送

信されるようになりました。「入札説明書・案件内容に対する回答登録のお知らせ」の送信先

には、質問登録業者のほか、対象案件において申請書等提出済みの業者（または指名通知

書受理済みの業者）が含まれています。

これにより、質問を登録していない場合であっても、対象案件に参加中であれば当該お知らせ

メールが届くこととなります。

なお、平成23年度 電子入札システム機能改良についてはe-BISCセンターホームページをご

確認ください。　（参照先URL　http://www.e-bisc.go.jp/news/00000148.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

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成24年2月～4月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成24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） 

 

（　）：前年同月比（　）：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月 2月

1,593
(1.04)

15,780
(1.18)

551
(1.61)

2,018
(1.38)

3月 3月4月 4月

3,967
(1.08)

16,737
(0.97)

845
(2.00)

1,825
(1.29)

2,340
(1.03)

9,203
(0.99)

3,932
(0.95)

1,976
(1.17)

国の機関 国の機関 地方公共団体地方公共団体

2月 2月3月 3月4月 4月

1.2

1.1

1.0

0.9

2.1

1.9

1.7

1.5

1.3

1.1

0.9

（経営企画部　参事　矢田敬）
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