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モスクワ国際会議ICCCBE2012参加報告
－土木・建築工学におけるコンピュータの活用に関する国際会議－
1．ICCCBEとは
　ICCCBEとは（International Conference on  Computing 
in Civil and Building Engineering：土木・建築工学に
おけるコンピュータの活用に関する国際会議）の略称です。
本国際会議は、大陸間持ち回りで開催する会議であり、
前回は2010年6月に英国のThe University of Nottingham
で開催されました。
　 今 回 参 加 し た
ICCCBE2012 は、
2012年6月26日～6
月29日にかけて、
モスクワのプレジ
デントホテルにて
開催され、31カ国
より多くの大学や研究機関が参加しました。
Web：http://www.icccbe.ru/frontend/index.php

2．�Moscow�State�University�of�Civil�Engineering
－National�Research�University（MSUCE）�

　主催者のMSUCE
はロシアにおける
建設工学とプロ教
育の最高学府です。
MSUCEは7つの研究
所と60の学部と学科
からなり、ヨーロッ
パ工学教育協会（SEFI）や米国土木学会（ASCE）等の国
際組織のメンバーです。そして、研究と教育のためのセ
ンターを世界35カ国に拠点を置きます。今日ではMSUCE
には50カ国以上から16,000人の学生が学んでいます。

3．参加した国際会議等（要旨）
　主な発表分野（トピック）は、次の６分野です。
① Advanced Computing in Civil, Building and Urban 

Engineering（32編、12%）
② Computer Simulation for Civil and Building 

Engineering（27編、10%）
③ Building Information Modeling, Industry Foundation 

Classes（26編、10%）
④Computational Mechanics（21編、8%）

⑤Process Modeling （15編、5%）
⑥ Computer-based Monitoring and Maintenance of 

Infrastructure（14編、5%）
　前回の会議で投稿数の多かった分野と対比すると、共通
的なキーワードとして「Simulation」「Building Information 
Modeling」「Computational Mechanics」が挙げられます。
　参加要請を受けた会議と発表は、以下のとおりです。

（1）Keynote lecture
　モスクワ副市長から、現代の巨大都市の開発と都市開
発プロセスの管理での情報通信技術の役割の重要性につ
いて、モスクワでの大型都市開発プロジェクトの事例を
あげて基調講演がありました。

（2）Day2（6月27日）【論文発表】
・ セッション：Computer Supported Collaborative Design 

and Construction
・ 論文名：A research Study on the Information Sharing/

Exchange System During Construction
　本研究では、情報共有システムを効率的・効果的に利
用することを目的とした ｢あるべき情報連携モデル｣ を
想定し関係者との意見交換会による課題調査と連携技術
の適用可能性についての実証検証の成果、及び、クラウ
ド基盤の活用や多様なデバイス利用の可能性の評価を踏
まえ、JACICの立ち位置である建設分野における事業領
域でのシェアードサービスの実現に向けた “JACICクラ
ウド”について発表を行いました。

 
4．おわりに
　国際会議の参加にあたり、ご協力頂きました関係各位
に対して心からの感謝の意を表します。

（システムエンジニアリング部　参事　宮本勝則）

ニュースと解説
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JACICと土木情報学委員会（委員長：矢吹信喜大坂大

学大学院教授）は、平成24年8月3日（金）～4日（土）

東京都港区の東京グランドホテルで、第8回アジア建設

IT円卓会議を開催しました。

１．会議趣旨と参加者

この会議は、建設情報に関する東アジア共通の問題を

議論するため平成17年度より毎年度1回開催してきた国

際会議です。東京大学柴崎亮介教授が議長を務め、これ

まで7回の会議で、10ケ国・地域から延べ50名あまりの

海外専門家が参加し、バーチャル・コンストラクション

や電子調達、防災情報技術など毎回違ったテーマにて情

報交換をしてきました。

一方、土木学会情報利用技術委員会は土木情報学委員

会へと名称を変更し、学問分野としての「土木情報学」

の確立と進展を促進することになっています。

表　主な参加者リスト

国・地域 参加者名・役職 所属
中国 馬智亮　教授 清華大学
中国 郝　力　副技師 住宅都市地方建設部
韓国 李相澔　教授 韓国延世大学
台湾 謝尚賢　教授 国立台湾大学
香港 J.S. クアン　教授 香港科学技術大学
シンガポル ソムサック　教授 シンガポール国立大学
オーストラリア ワン　教授 カーティン大学
日本 柴崎亮介　教授 東京大学
日本 矢吹信喜　教授 大阪大学大学院
日本 蒔苗耕司　教授 宮城大学
日本 上田　敏　センター長 国土交通省　国総研
日本 重高浩一　室長  　〃　 情報基盤研究室
日本 門松武　理事長 JACIC
日本 秋山実　審議役 JACIC　

日本 海津優　部長 JACIC
システムエンジニアリング部

日本 河内康　次長 JACIC 経営企画部

その活動の一環として、アジア建設IT円卓会議を発展

的に解消して、オープンな国際学術会議として、来年度

から「土木情報学国際会議」（International Conference 

on Civil Engineering Informatics; ICCEI）を開始する

方向で準備を進めております。そのため、今回の第8回

アジア建設IT円卓会議を利用して、新しい国際会議の

中心メンバーとなるアジア各国・地域の研究者を招聘し、

新会議発足に向けた具体的な計画を討議・決定すること

にしました。

円卓会議としてはこれが最終回になります。

図　参加者一同

２．会議第一日は記念講演会を開催

また、この機会を捉えて8月3日（金）午後には「記念

講演会」も行いました。円卓会議に招聘された先生たち

から、計7ケ国・地域の建設情報に関わる最新の情報を

講演して頂き、参加者は80名を超えました。この講演内

容の詳細については、JACIC news 11月号で報告する予

定です。

　　　　　 

３．来年からの国際会議

来年のICCEIは11月頃、東京にて開催予定です。主体

は土木学会の方に移りますが、JACICも運営委員会の一

員として、何らかの貢献はしていく予定です。

記念講演会や円卓会議で報告された資料や議事録は以

下のホームページを参照して下さい。

http://www.jacic.or.jp/acit/event_j.html

　　　　（国際プロジェクトチーム　河内康）

第8回アジア建設IT円卓会議の開催報告
―今回が最終回、記念講演会も併設―
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（一財）日本建設情報総合センターでは、平成10年度
から財団の事業目的に合致した研究企画を対象に研究助
成事業を行っています。平成24年度の研究助成は、応募
期限の6月30日までに32件のご応募をいただきました。
審査会は、学識経験者を含めた委員により7月19日に開

催し8件を対象に研究助成を実施することを決定しまし
た。なお昨年からの継続研究は3件です。

審査会の委員：有木久和、岩立忠夫、大橋正和、門松
武、島崎敏一、月尾嘉男、坪香伸

平成24年度（一財）日本建設情報総合センター研究助成決定
JACIC便り

No. 平成24年度研究助成対象者（敬称略） テ　ー　マ　名 区分

１ 愛媛大学　社会連携推進機構　防災情報研究センター
副センター長　板屋　英治

災害時における行政機関の防災業務システム等の高
度化に関する研究 自由2

２ 岩手県立大学　ソフトウェア情報学部
講師　窪田　諭

災害時の利用を考慮した時空間概念に基づく道路維
持管理支援システムの研究 指定2

３ 東京大学　空間情報科学研究センター
特任准教授　関本　義秀

クラウド技術を活用した電子納品成果の円滑な流通
促進に関する研究 指定2

４ 東京大学大学院　工学系研究科社会基盤学専攻
准教授　布施　孝志

多様な情報を統合した拡張現実のための標定・3次
元復元手法に関する研究 自由1

５ 秋田工業高等専門学校
助教　松尾　幸二郎

Ｒ言語をベースとした交通流情報の取得・解析・視
覚化の一元化に関する研究 自由2

６ 東京農業大学　地域環境科学部　造園科学科
教授　山崎　元也

道路業務プロセスモデルを用いた維持管理用3Ｄ
データモデル利活用に関する基礎的研究 指定1

７ 香川大学　工学部
教授　山中　稔

南海トラフの巨大地震を想定した津波災害廃棄物発
生量の推定 自由2

８
一般財団法人　地域地盤環境研究所
地域地盤研究部門　地盤情報グループ
首席研究員　山本　浩司

全国電子地盤図による地盤情報の有効活用に関する
研究 指定1

継
続

阪南大学　経営情報学部
准教授　北川　悦司

3次元CADデータを用いたTS出来形管理の高度化
に関する研究 指定1

継
続

宮城大学　事業構想学部
助教　物部　寛太郎

GISを用いた社会資本台帳の構築と活用による震災
復興支援に関する研究 指定2

継
続

公益法人　土木学会
会長　山本　卓朗

土木分野の専門用語辞書における見出し語と定義文
の収集分析および共同編集システムの実用化に関す
る研究

指定2

参考：区分について
指定1：3次元データの活用に関する研究（H24）、プロダクトデータモデルの構築・利用に関する研究（H23）
指定2： 建設行政システムのクラウド化に関する研究（H24）、社会資本の維持管理と多様で膨大なデータからの価値ある情報の抽出に関する

研究（H23）
自由1：建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関する研究
自由2：建設分野の各種業務の情報化に関する研究
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１．はじめに
平成24年2月15日の国土交通省における施工パッケー

ジ型積算方式の試行導入発表後、Web版積算システム
及びXML形式による積算基準データを提供している
JACICに対して、複数の地方公共団体から施工パッケー
ジ型積算方式に関する問合わせが寄せられました。

その背景には、平成16年度当時の歩掛併存で試行導入
されたユニットプライス型積算方式とは異なり、今回の
施工パッケージ型積算では施工パッケージを設定した歩
掛が廃止されることが大きな理由と考えられます。

JACICでは、今後、地方公共団体が施工パッケージ型
積算方式を円滑に導入するための支援策として、全国の
都道府県・政令指定都市の積算担当部署を対象とする説
明会の開催やホームページ上からの「施工パッケージ型
積算方式のイロハ」をはじめとする情報提供等の取り組
みを行っていますので、以下にその概要を紹介します。

２．施工パッケージ型積算方式の説明会
国土交通省の各地方整備局等では、職員・地方公共団

体・関連業団体を対象とする説明会が実施されています
が、JACICではそれを支援するという位置づけで、
JACICの国土交通省からの業務受託経験の技術的ノウハ
ウを活かしたJACIC主催の説明会を7月から実施してい
ます。

説明会は北海道ブロックから九州ブロックの全9会場
で予定しており、ここでは、関東ブロックの都県・政令
指定都市の積算担当職員を対象とした説明会の様子を紹
介します。

（１）開催概要
○開催日等
・日時：平成24年7月11日（水）13時30分~15時30分
・場所：さいたま市　　・参加者：38名
○説明内容の概要

施工パッケージ型積算方式の導入に伴い、積算の核と
も言える土木工事標準積算基準書が大幅に変更になりま
す。説明会では、これらに焦点をあて、国土交通省が公
表している施工パッケージ単価の算出方法の補足説明の
他、JACICのオリジナルとなる積算基準書の改訂点や基
準書の解釈を中心に説明を行いましたが、説明時の雰囲
気については参加者全員が真剣に聴講されていました。

また、積算担当者が実際の積算時に使用する積算シス
テムについても、JACICのWeb版積算システムを用い
たデモンストレーションを併せて行っています。このデ
モンストレーションを通じて、聴講された多くの方は、
積算操作が現行の積み上げ方式と大きく変わらないこと
を理解されたと思います。

（２）アンケート結果から言えること
今回の説明会に先がけて、施工パッケージ型積算方式

の導入予定あるいはその導入に際しての要望等のアン
ケートを実施しています。

導入予定は約6割が平成25年度からであり、その理由
の多くが従来の積み上げ方式の歩掛が廃止されることを
あげています。残りの約4割は未定あるいは現時点で導
入予定無しとなっていますが、今後の国土交通省におけ
る試行状況を踏まえての対応や積算システムの整備が未
定等の理由となっています。

また、不安事項としては、全ての地方公共団体が積算
システムの整備・施工パッケージ単価の生成をあげ、次
いで積算基準データの整備、積算基準書の解釈となって
います。

３．「施工パッケージ型積算方式とは」のHP※1の開設
平成24年6月12日、施工パッケージ型積算方式を解説

するホームページを開設しています。ホームページでは、
JACICのオリジナルメニューの「施工パッケージ型積算
のイロハ」と国土交通省から公表されている関連情報を
掲載する「関連情報」の二つの柱から構成しています。
特に、オリジナルメニューでは、JACICが昨年度実施し
た「施工パッケージ型積算方式」の導入検討・システム
開発等を通じた幅広い技術的ノウハウをもとに、「施工
パッケージ型積算のイロハ」を解説していますので参考
にして下さい。
※1：https://www.j-200.jacic.or.jp/top/kakusyuhosei/kakusyuhosei01.html

４．おわりに
JACICでは、ご紹介した取り組みの他、施工パッケー

ジ型積算方式に対応したWeb版積算システム、XML形
式による積算基準データの提供の準備も進めています。
今後とも、各地方公共団体がスムーズに移行できるよう
支援を行う所存です。

（積算システムセンター　首席研究員　村椿良範）

JACICにおける施工パッケージ型積算方式の取り組み

関東ブロック説明会
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シリーズ2回目は、副産物システムの集計機能を紹介
します。この機能は、自工事（自発注又は自受注）につ
いてリサイクルに関する量や率を算出するもので、公共
工事等のとりまとめ担当者（協議会）・発注者・受注者（排

出事業者）が利用できます。
図－1は受注者の場合のトップ画面です（他のユーザ
でもほぼ同じ）。上段のメニューから「集計機能」ボタ
ンをクリックすると、一旦集計する範囲（発注者・工事
場所・施工時期）や、出力する内訳区分（大中小）・帳
票を選択する画面に遷移し、これらを確定することで当
該帳票を出力します（画面表示、Excelファイル作成）。
表－1はその代表的な帳票で、国土交通省が実施する
建設副産物実態調査（センサス）において基本的な指標
としている「建設廃棄物の再資源化等率」に相当するも
のです。
また、表－2は出力できる全帳票を示したもので、搬
入又は搬出をベースとして、品目単位でも集計すること
ができます。

（建設副産物情報センター長　田山成一）

副産物システムの集計機能
【建設副産物・発生土情報交換システムの新機能　シリーズ２／５】

抽出
条件

調査区分 発　注　機　関 工　事　場　所 完了工期の範囲
実施 大分類 指定無し 都道府県 指定無し 開始 平成 22 年 4 月 1 日

集計単位 小機関別 終了 平成 23 年 3 月 31 日

総括表 2（1）　発注機関別　リサイクル実績リスト　建設副産物搬出（発生量ベース）

2011 年〇月〇日  現在　　　　　  （トン）　　　（m3）

発注機関名 総工事
件数

発　生　量　（上段）
再　生　資　源　利　用　促　進　率　（下段）

　　　　　廃棄物
発生土

CO 塊 木材 A AS 塊 がれき 木材 B 汚泥 金属くず 廃塩ビ 廃プラ 廃石膏 紙くず アスベスト その他 混廃 計

〇〇河川国道事務所 30
2,432.5 2.2 18,343.6 0.0 1,576.8 34.1 15.2 0.0 19.3 1.7 0.1 0.0 4.5 0.5 22,430.5 220,011
100.0% 77.3% 94.0% － 94.3% 100.0% 59.9% － 95.3% 100.0% 100.0% － 0.0% 0.0% 94.7% 55.4%

〇〇砂防事務所 16
2,514.1 1.6 281.3 0.0 307.7 60.0 1.6 0.0 12.3 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 3,179.5 44,285
92.8% 100.0% 100.0% － 27.5% 100.0% 100.0% － 0.0% － 22.2% － － － 86.9% 46.9%

〇〇ダム工事事務所 2
328.4 0.0 178.6 0.0 177.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 687.7 68,886
92.4% － 100.0% － 0.0% － 100.0% － 100.0% － 100.0% － － － 70.6% 80.0%

〇〇ダム管理所 4
0.0 0.0 0.0 0.0 609.3 0.0 0.2 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 611.9 0
－ － － － 100.0% － 100.0% － 100.0% － － － 80.0% － 100.0% －

合計 〇〇地方整備局 52
5,275.0 3.8 18,803.5 0.0 2,671.0 94.1 17.1 0.0 33.6 1.7 4.3 0.0 5.0 0.5 26,909.6 333,182
96.1% 86.8% 94.1% － 58.8% 100.0% 63.2% － 55.1% 100.0% 83.7% － 0.0% 0.0% 91.0% 59.4%

クリック

区　分 帳票タイトル（発注機関別又は工事場所別）
総括表 1 登録工事件数

総括表 2
搬　入

リサイクル実績リスト 建設資材利用量（現場内利用含む）
リサイクル実績リスト 建設資材利用量（現場内利用含む : 但し、100％現場内利用を除く）
リサイクル実績リスト 建設資材利用量（現場内利用除く）

搬　出 リサイクル実績リスト 建設副産物搬出（発生量ベース）
リサイクル実績リスト 建設副産物搬出（搬出量ベース）

詳細表

搬　入

リサイクル実績リスト（詳細） －コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材－
リサイクル実績リスト（詳細） －木材、アスファルト混合物－
リサイクル実績リスト（詳細） －土砂、砕石－
リサイクル実績リスト（詳細） －塩化ビニル管・継手、石膏ボード－

搬　出

リサイクル実績リスト（詳細） －コンクリート塊、建設発生木材 A －
リサイクル実績リスト（詳細） －アスファルト・コンクリート塊、その他がれき類－
リサイクル実績リスト（詳細） －建設発生木材 B、建設汚泥－
リサイクル実績リスト（詳細） －金属くず、廃塩化ビニル管・継手－
リサイクル実績リスト（詳細） －廃プラスチック、廃石膏ボード－
リサイクル実績リスト（詳細） －紙くず、アスベスト－
リサイクル実績リスト（詳細） －その他の分別された廃棄物、混合状態の廃棄物－
リサイクル実績リスト（詳細） －建設廃棄物計、建設発生土－

総括表 3 建設副産物の運搬距離（加重平均）

表ー2　出力可能な帳票の種類

表ー1　集計帳票の出力イメージ

図ー1　トップ画面（受注者の例）
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１．はじめに
情報セキュリティにおける脅威として、第1回は、人

による脅威、「人」が起こしてしまう情報漏洩の脅威等
を掲載しました。第2回は、物理的条件の脅威のうち大
雨や地震等の自然災害や事故等を掲載しました。

今回は、技術的条件の脅威として各種サイバー攻撃
（DDOS攻撃、スパイウエアー、ボット、標的型攻撃等）
の中で標的型攻撃を取り上げます。

２．標的型攻撃
（1）標的型攻撃の脅威

2011年迄の技術的な攻撃の特徴は、金銭を盗み取る事
が、主流でした。2012年以降の技術的な攻撃の特徴は、
情報を盗み取る事を目的としている事があげられます。

標的型攻撃は、ウイルスを忍ばせたファイルをメール
に添付し、受取人に添付ファイルを開かせることにより、
ウイルスがシステム内部に侵入し、バックドア（＊1）
やトロイの木馬（＊2）を仕掛け、システム内部の情報
を抜き取る事です。

これらの攻撃の目的は、企業や国家の情報を盗み取る
ことです。

最近報道された例では、衆議院全議員のID、パスワー
ドが盗まれ、15日間にわたってメールが攻撃者に見られ
ていました。又三菱重工が標的にされ、工場、研究所な
ど11拠点が攻撃されました。

標的型攻撃メールは、世界規模で広がっています。海
外では「APT（Advanced Persistent Threat：先進的
で執拗な攻撃）」、「Cyber Espionage（サイバー空間に
よる諜報活動）」などと呼ばれています。

（2）標的型攻撃の攻撃方法 
標的型攻撃は、大きく分けて下記のステップで行われ

ています。
①攻撃準備段階
②初期侵入段階
③攻撃基盤構築段階
④システムの調査段階
⑤攻撃の最終目的遂行段階
①ターゲット組織の情報を収集し、②ターゲット組織

に標的型メールを送りつけ、添付ファイルを開かせ、③
ウイルスに感染させ、④バックドアを仕掛け、⑤機会を
うかがい、情報を盗み取ります。

そして、ウイルスが悪意を持つ外部サーバと通信を行
い、情報を流出させます。

（3）標的型攻撃に対しての対策・対応
標的攻撃からシステムを守るためには、脅威を内部に

入れない対策が重要です。
ウイルス対策ソフトのパターンを最新にすること、脆

弱性対策としてOSのパッチを最新にすること、IDS
（Intrusion Detection System）不正アクセス監視システ
ム／侵入検知システムやIPS（Intrusion Prevention 
System）侵入防止システムの導入などがあります。

尚、侵入されても、外部の攻撃者に情報を搾取させな
いための対策として、不審な外部との通信の遮断、内部
での拡散を防止するネットワーク設計が重要になってき
ます。

JACICは、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サイバー攻撃（標準型攻撃、DDOS
攻撃等）の脅威について、情報セキュリティ講習会を毎
年行っています。又、セキュリティのトピックス等を全
職員対象に配信し、情報セキュリティ意識の向上に努め
ております。

参考文献： 2012年版10大脅威
　　　　　IPA「独立行政法人　情報処理推進機構」

－　◇　◇　◇　◇　◇　◇　◇　－

＊1：バックドア
 侵入や攻撃を受けたサーバに仕掛けられた裏の侵入経路。
バックドアは、2回目以降の侵入をより容易にします。バックド
アとして、パスワードの不正使用など、ログイン操作をするこ
となく侵入できる方法が仕掛けられています。このような状態
では、ログも消去されていると考えた方がよく、侵入の痕跡も
残りません。

＊2：トロイの木馬
 侵入したネットワーク内のコンピュータに仕掛けるプログラム
のことで、一見、普通のプログラムのように見えるため、無害
だと思って実行するとデータを削除したり、最悪の場合はシス
テムが壊れたりします。

「セキュリティ用語辞典より」

（システムエンジニアリング部　参事　三宅基裕）

情報セキュリティへの脅威（3）
～標的型攻撃による脅威～

図ー1　標的型メール攻撃
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北海道地方センターは全道179の市町村を担当地域と
して、コリンズ・テクリス関連の問い合わせ対応業務や
電子入札・電子納品に代表されるCALS/ECの普及支援
とその他の広報活動を行っています。平成24年度の主な
活動報告を紹介します。

■コリンズ・テクリス
□コリンズ検索システムの利用状況

平成24年7月現在、北海道の全179市町村の内、約14％
でweb版の検索システムを利用されています（JCIS（ジェ
イシス）での利用を含む）。内訳は、市で48.6％、町村
で試用利用も含めて約5.6％となっています。平成24年
度はシステム未導入市町村への普及・利用拡大に向けた
取り組みを予定しています。

■RCCM資格試験受験準備講習会の開催
JACICでは、シビルコンサルティングマネージャ（RCCM）

の資格試験に先立ち、設計業務等の最近の課題や施策を
解説するとともにRCCM資格試験のための受験準備講習
会を7月26日（木）、札幌市の北海道経済センターに於い
て開催しました。北海道地区では、約200名の方が受講
されました。

平成24年度の資格試験は、11月11日（日）、札幌市内
の情報専門学校に於いて、実施が予定されています。

■電子入札コアシステム
□北海道の普及状況

北海道内では国の機関や北海道、札幌市と岩見沢市で
運用していますが、道内における市町村の共同利用及び
単独利用の導入率は非常に低い状況です。

□北海道地方コアシステムブロック会議の開催
平成24年6月19日に、「平成24年度北海道地方コアシス

テム連絡会議」を札幌市内で開催しました。
北海道、札幌市、岩見沢市、北海道開発局の電子入札

担当者が参加し、各団体の現在の状況や課題・改善要望
などの情報交換を行い、電子入札コアシステムの機能向
上や今後の運用について意見交換をしました。

■広報活動
□Photog-CADの広報活動

平成24年6月8日に、「平成24年度北海道・東北六県及
び札幌市・仙台市災害復旧担当者会議」が青森市内で開
催されました。講習会では「災害復旧効率化システム」
について災害担当者を対象とした、Photog-CAD（災害
復旧効率化支援システム）の紹介とパソコンによる実務
講習を行いました。

□施工パッケージ型積算方式の説明会の開催
国土交通省が平成24年10月1日以降の入札から適用す

る「施工パッケージ型積算方式」の導入を受けて、本方
式の導入により変更となる積算基準の概要や積算システ
ムのデモンストレーション等を内容とした説明会を、平
成24年7月18日、北海道と札幌市を対象に開催しました。
今回の改訂により施工パッケージ制定の歩掛が廃止され
ることから、独自システムを保有している自治体から積
極的な意見がありました。

　　　　　　　（北海道地方センター長　草開良視）

地方便り
北海道地方センター活動報告

青森でのPhotog-CAD説明の様子

札幌でのRCCM講習会の様子
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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。

平成24年5月～7月のコリンズ・テクリスの登録件数の状況は、次のとおりです。
国の機関のテクリス登録は昨年並みになって来ましたが、コリンズ登録は依然として前年比10％以上増の傾向を示していま
す。地方公共団体は、コリンズ・テクリスともに昨年比増となっています。

（経営企画部　次長　河内康）

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

e-BISCコーナー 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5月～7月）

項　目 質　　　問 回　　　答

システム
共通

ICカードが破損しました。新
ICカード入手後にICカード更
新を行うことは可能ですか。

ICカード更新処理の際には新旧ICカードに格納された情報の確認が行われます。旧ICカー
ドが破損した状態ではICカード更新が行えません。新ICカード入手後に新規利用者登録を
実施いただくことになります。
なお、案件参加中にICカードが破損した場合には、発注者にICカード変更を申請して案件
継続参加の承諾を受ける必要があります。詳しくは「電子入札運用基準」の記事「ICカー
ドの変更」をご覧ください。また、当該申請手続きに関する不明点等については該当案件
の発注者にご確認ください。

工事・業務

入札説明書等ダウンロードシ
ステムの追加配布文書登録に
関するお知らせメールは配信
されないのですか。

入札説明書等ダウンロードシステムは、追加配布文書の新規登録時には初回配布文書の新
規登録時と同様にお知らせメールが配信されない仕様となっています。
追加配布文書は、参加資格を認められた者や指名業者に対して、見積や技術提案に必要な
資料等を配布する目的で登録されます。競争参加資格確認通知書や指名通知書を受け取っ
た場合には、ダウンロード文書一覧表示画面にて追加配布文書の有無をご確認ください。

JACIC便り

●�コリンズ
コリンズの登録件数（契約額500万円以上）

5月 6月 7月

国の機関 796
 （1.33）

1,200
 （1.11）

1,924
 （1.19）

地方公共団体 7,942
（1.22）

15,341
（1.07）

20,559
（1.10）

（　）：前年同月比

●�テクリス
テクリスの登録件数（契約額100万円以上）

5月 6月 7月

国の機関 1,611
（1.16）

1,600
（0.97）

1,773
（1.00）

地方公共団体 5,139
（1.33）

8,613
（1.16）

10,086
（1.17）

（　）：前年同月比

■編集・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/一般財団法人 

編集・構成　日本印刷（株）
　　 電話　03-3833-6971

ISO9001

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100万円以上）
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