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明けましておめでとうございます。
皆様には、日頃より当センターの事業に対し、深いご

理解ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
当センターJACICは、昨年4月に一般財団法人化し、

同６月には、JACICを取り巻く環境の変化に対応するた
め、①収益構造がシステム運用事業分野へ大きくシフト
してきたことへの対応、②運用するシステムを共通の視
点で管理できる体制の導入、③あらたな重要課題には組
織の壁を越えた柔軟な対応、などを基本方針に大幅な組
織変更をおこなったところです。

新しい組織としては「研究開発部」「システムエンジ
ニアリング部」「顧客対応室」を設置しました。
「研究開発部」は従来の標準部、CALS／EC部、シス

テム高度化研究部を統合したものであり、建設情報研究
所傘下の研究開発を一括して担当する部署になります。
「システムエンジニアリング部」は、JACICが扱って

いる建設情報システムの開発・改良および運用・保守に
係る専門的な技術に関することを統合的に管理・監視し
ていく部署です。
「顧客対応室」は、JACICの建設情報サービスに関す

る顧客情報の収集分析を担当する部署としております。
これらの組織変更とともに、特定のテーマを扱う集団

として、幾つかのプロジェクトチーム（PT）やグルー
プを作って、複雑化する時代の要請に応えようとしてい
るところです。

これらの機能的かつスリム化した組織と、建設事業の
円滑な執行と品質の確保に熱い想いを抱く職員が一体と
なって、新しい2013年に向け戦略的に取り組むべきテー
マが多くあります。

先ず、国土交通省が戦略的に進めるCIM（Construction　
Information Modeling）です。次世代にふさわしい社会
資本の整備から管理までを効率よくマネジメントする手
法です。構造物の情報、特に形状に関する情報を三次元

モデル化し目で見えるようにすることにより、発注者や
請負者のみならず、一般国民にも必要かつ具体的な情報
が容易に共有できるようになります。期待されるこのシ
ステムの推進にJACICとしても、国土交通省の期待に応
え、ＣＩＭの確立への支援と、関係者間の情報共有と普
及に先導的立場で取り組んで参ります。

次に、「施工パッケージ型積算」の普及というテーマ
があります。昨年国土交通省で始まったこの積算方式に
関しては、JACICは国土交通省の政策を技術的にサポー
トしていくと同時に、全国自治体に対して、独自のサー
ビスを展開していく所存です。

次に、災害査定時のツールである「Photog-CAD」（フォ
トジーキャド）普及促進です。デジタル写真を撮るだけ
で、自動的に災害査定書類が作成できるソフトパッケー
ジで、昨年10月には国土交通省から実査定での活用にお
墨付きを頂きました。ICT社会にふさわしい自治体が行
う災害査定事務のツールとして,JACIC開発のこの商品
を普及促進して参ります。

最後に、国土交通省が進める我が国建設業の海外展開
に関するものです。欧米諸国や韓国に後れをとるこの分
野で、わが国の優れた技術と信頼される人・企業を資本
に、国が積極的にリーダーシップをとり、官民一体となっ
て海外展開を推し進めようとしています。この分野にお
いても、JACICが担える役割に積極的に取り組んで参り
たいと考えます。

これらの新しいテーマとともに、コリンズ・テクリス
事業や電子入札情報関連といったJACICの中核的な事業
は、日進月歩の中で顧客皆さまの要望に対応しつつ進化
させていく予定です。

誰もが経験したことのないような厳しい社会経済環境
の中ではありますが、役職員一同、力を振り絞ってこの
難局を乗り越えていく覚悟です。

今年も、何とぞJACICを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24年重大ニュース
JACICの平成24年の重大ニュースを紹介します。

（1）�一般財団法人への移行と業務執行体制の変更について
財団法人日本建設情報総合センターは、「一般社団法

人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、平成24年
4月1日をもって非営利・一般財団法人に移行しました。

一般財団法人移行によって設立の目的や業務内容につ
いては変更なく、引続き、建設事業の円滑な執行に資す
る情報システムの調査研究・開発、建設情報の提供など
により、建設技術の向上や建設事業の効率化に寄与する
活動を行ってまいります。

また、一般財団法人への移行を機に、現下の公共事業
をとりまく環境の変化に適切に対応すべく組織全体を見
直しました。

本部の業務執行体制は、調査研究部門（建設情報研究
所）とシステム事業部門の2部門体制としました。この
うち、建設情報研究所には従前の標準部、システム高度
化研究部、CALS/EC部を一体化した研究開発部を設置
するとともに、システム事業部門にはシステム運用・保
守を行う5つのセンターに加え、システムを横断的に管
理するシステムエンジニアリング部と顧客サービス向上
を目指した顧客対応室を設けました。

地方センターについては、業務内容を見直し、コリンズ・
テクリスなどの情報システムに関するお問合わせ窓口を
本部に一元化する一方、顧客サービスの品質向上、情報
システム等の普及促進活動に重点を置くこととしました。

この体制により、公共工事発注や建設産業に関する行
政の知識・経験が豊富な職員と情報システムの専門能力
を保持している職員が一体となって事業の実施に取組
み、これまで行ってまいりました公益事業を更に充実さ
せてまいります。

（2）CIM始動
公共事業の一連の過程を一体的に捉え、ICTを駆使し、

3次元化を積極的にすすめる関連情報を統合・融合する
ことにより、新しい建設管理システムを構築する、CIM

（Construction Information Modeling）が始動しました。
CALSの15年の成果を振り返り、 新たなステージの

キックオフとなるJACICセミナーを平成24年4月13日に
開催しました。セミナーでは、基準づくりから入るので
はなく、まずはモデル事業を進めながら課題を解決する
ことや、技術者一人一人が意識改革をしてICTを前向き
に使っていくこと等の提言がなされました。

7月にはCIMに関するプロジェクトチームをJACIC内
に設置するとともに、民間の11機関が自主的に取り組む

「CIM技術検討会」が設立されました。CIM技術検討会は、
8月に国土交通省に設立された「CIM制度検討会」と両
輪となり、CIMを推進する様々な検討を行っており、11
月には中間とりまとめを行いました。

国土交通省ではCIMのモデル事業を選定し、全国で10
件の試行が開始され、今後、本格的なCIMの取り組みが
進んでいくことになります。

JACICでは、CIM技術検討会での取り組みやCIMに関
連した成功事例のポータルサイトの設置、講習会等、
CIMに関する多様なサポートを実施し、CIMサポートの
キーステーションとなる総合センターとして更なる取り

組みを行ってまいります。

（3）�「施工パッケージ型積算方式」導入支援のための説
明会を開催�

国土交通省の平成24年10月からの「施工パッケージ型
積算方式」の試行導入を受けて、全国の都道府県・政令
指定都市を対象に本方式の導入支援を目的とした説明会
を開催しました。

説明会には全国から約200名の参加を頂き、本方式の
核とも言える施工パッケージ型単価の算出方法やJACIC
のオリジナルとなる積算基準書の改訂点やその解釈を中
心に説明を行いました。また、この説明会や事前アンケー
ト調査から得られた各地方公共団体における本方式の導
入に際しての不安事項ならびに国土交通省への要望等に
ついては、国土交通省の関連部署に報告し、今後の検討
課題として取り上げて頂いています。

引き続き、本方式の国からの受託経験を通じて培った
専門知識を活用して関連機関と協力しながら、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。

（4）Photog-CAD災害査定で本格運用へ
Photog-CAD（読み：フォトジー・キャド）は災害復

旧事業費の申請書類（査定設計書）の作成を迅速に行う
ことができる、JACICが2008年よりリリースしているソ
フトウェアです。家庭用デジタルカメラで3方向から撮
影した写真を使用して写真測量を行い、慣れた作業者で
あれば1モデルあたり最短で20から30分程度で査定設計
書を作成することができます。

10月22日、国土交通省　水管理・国土保全局　防災課よ
り、災害査定において使用することに支障なしとする趣旨
の通知文「災害復旧効率化支援システム・Photog-CADの
災害査定での使用について」が各都道府県および政令指定
都市の災害復旧事業担当課長宛に発出されました。

この通知文発出により、Photog-CADが普及して、災
害復旧事業費の申請業務（災害査定申請）の効率化、省
力化が推進されることが期待されます。

（5）アジア建設IT円卓会議を東京にて開催
平成24年8月4日（土）東京グランドホテルにて、JACIC

は土木学会の土木情報学委員会（委員長：矢吹信喜大阪
大学大学院教授）と共同で、第8回アジア建設IT円卓会
議（最終回）を開催しました。

この会議は、JACICが平成17年度より毎年度1回開催
してきた国際会議です。

第8回円卓会議では、土木情報学委員会が中心となっ
て来年度から創設する「土木情報学国際会議」（ICCCEI）

（仮称）の準備会議として、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計画を討議・決定しました。

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、参加者は80名を超えました。

来年度から開始される「土木情報学国際会議」では、
JACICが運営上の主要なパートナーとして今後とも国際
貢献していく予定です。

　　　　　（総務部　次長　河上貞）

ニュースと解説
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JACICは、自らの研究活動および成果について、広く

一般の皆様に報告し、建設分野の情報化の現状を知って

頂くことを目的に、平成11年度から毎年1回「研究発表会」

を行ってきました。

第14回となる今年度は、平成24年11月15日（木）乃木

会館にて、午後の「研究助成事業報告会」と同日で開催

しました。

今回は、限られた時間の中で、概要報告と5つの最新

テーマについて発表を行いました。以下はその内容です。

1.　研究所所長の概要報告
最初に「JACICの研究動向」として、建設情報研究所

長の坪香理事から8つのテーマについて概要説明があり

ました。

2.　�CIM（Construction� Information�Modeling）に
よる建設生産システム改善に関する研究（中間報告）

影山主任研究員からは、CALS/EC15年の簡単なレ

ビューを行った後、新しい概念としてのCIMについて、

BIM（Building Information Modeling）と対照させなが

ら説明し、今後の取り組みついて報告がありました。

3.　Photog-CAD普及促進に関する最近の取り組み
瀧口主任研究員および中国地方センターの飛田セン

ター長からは、Photog-CAD（フォトジーキャド）に関

する最新の情報について報告がされました。

Photog-CADとは、災害査定用ツールとしてJACICが

開発したパッケージソフトです。島根県において模擬査

定を現地で行い、実際の使用に耐え得ることが実証でき

たため、国土交通省防災課に報告できたことなどを発表

しました。

　

4.　�コリンズ・テクリスのWeb-API化に関する研究（中
間報告）

横山主任研究員からは、開発費用を抑えることができ

るWeb-APIとは何かという解説を行った上で、コリン

ズ・テクリスシステムへの応用に関する最新事情につい

て報告がされました。

5.　�自治体向けに緩和した「SXFデータ作成要領」の
策定と公開

原研究員からは、社会基盤情報標準化委員会で策定し

た標準についてプレゼンテーションがありました。

「SXFデータ作成要領」とはCAD製図基準（案）を自治

体向けに緩和した基準と言えます。

6.　�地方公共団体の「施工パッケージ型積算方式」導入
に向けたJACICの取り組み

空閑主任研究員からは、この方式に関する地方公共団

体への説明会におけるアンケートの分析から、国に対す

る改善点を提案したことやJACICの今後のサービスにつ

いての発表がありました。

これらの発表内容に関しては、以下のサイトで動画配

信を行っております。

http://www.jacic.or.jp/kenkyu/14/14.html

　　　　　　（経営企画部次長　河内康）

第14回建設情報研究所研究発表会　開催報告 
JACIC便り

所長からの概要説明
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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24年11月15日（木）乃木會舘（東京都港区赤坂

8-11-27）で第10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22～23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、情報共有、維持管理や図面の

情報管理に関する研究では、小林一郎さんから産官学、

住民が一体となった建設現場の実例を含め「建設情報の

有効利用のための人材運用システムの開発」について、

森田千尋さんからは橋梁のアセットマネジメントシステ

ムの構築等「ICTを利活用した長崎県内橋梁の維持管理

に関する研究」について、阿部真育さんから道路管理業

務で割合の高い巡視業務について「カメラ付きタブレッ

トPC並びにロジックモデルを用いた道路巡回業務運営

効率向上システムの開発」の報告がありました。

　測量、写真測量、写真の原本性に関する研究では、西

本憲正さんから測量計測機器の現場実験を事例に「地上

型レーザースキャナーデータ計測の標準化に関する調査

研究」について、須崎純一さんから災害、景観保全の解

析等を目的に「写真測量を用いた密集市街地の3次元建

造物モデリングのための自動標定システムの構築」につ

いて、藤井幸泰さんからはタイ王国アユタヤ遺跡の仏塔

調査を事例に「人工知能理論を適用した写真測量の精度

向上による建設工事及び建設物変形モニタリング技術の

開発研究」について、関和之さんからは写真改ざんの有

無、位置情報等を構造化する研究として「メタデータを

活用した写真管理業務の高度化に関する研究」の報告が

ありました。

　ICタグ、センサ関係の研究では、北垣亮馬さんから

ICタグを搭載した再生樹脂型枠により型枠存置期間等

についての「温度センサ・姿勢感知センサ付きICタグ

を搭載した再生樹脂型枠によるコンクリートの品質管理

および型枠の運用管理に関する研究」について、佐田達

典さんから土木分野に広がっている様々なセンサについ

ての「センサ情報の標準化及び利活用に関する研究」の

報告がありました。

　XMLスキーマ定義書関連では、畑久仁昭さんから将

来的なデータ連係、システム連携についての「帳票

XMLスキーマ定義書の実用化に関する研究」の報告が

ありました。

　積算、工事原価関連では、中林純さんから計量経済学

を用い入札データより入札者のコスト分布を推計する事

例を含め「公共工事等の入札データから、入札者の工事

積算原価を推計する手法に関する研究とその応用」の報

告がありました。

　報告書の内容は、下記JACICのホームページで公開し

ていますのでご覧下さい。

　http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html

（経営企画部　上席参事　落合清二）

第10回研究助成事業成果報告会開催報告

理事長の挨拶

森田先生のプレゼンテーション
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情報セキュリティへの脅威（４）
～DoS攻撃、DDoS攻撃による脅威～

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。第3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
標的型攻撃を記載しました。今回は、技術的脅威の中で、
DoS攻撃、DDoS攻撃を取り上げます。
2.　DoS攻撃とは

DoS攻撃（Denial of Service attack）とはサーバなど
ネットワークを構成する機器に対して多量なバケット等
を送信し過負荷を与えてシステムの攪乱、機能（ワード、
エクセル、アプリケーションソフト等）停止などを生じ
させ管理者やPC利用者に打撃を与えるものです。
3.　DoS攻撃の種類

DoS攻撃には、複数のタイプがあります。代表的なも
のには、SYN FLOOD攻撃、LAND攻撃、TEAR DROP
攻撃、Ping of Death攻撃等があります。

（1）SYN FLOOD攻撃
通信は、送信元から接続要求パケットを送信し、送信

先から接続許可パケットを返し、送信元から接続許可受
理パケットを返せば通信の接続が確立します。SYN 
FLOOD攻撃とは、攻撃者がターゲットサーバに接続要
求パケットだけを多量に送りつけ、ターゲットサーバに
負荷をかける攻撃です。

（2）LAND攻撃
攻撃者がターゲット自身になりすましてパケットを送

ると、ターゲットは自分自身から来たものと誤解して無
限ループに陥ってしまう攻撃のことです。

（3）TEAR DROP攻撃
データが大きなIPパケットは、分割され送られます。
分割されたものを再送信するための情報を不正に操作

してターゲットサーバに送りつけると、ターゲットサー
バではエラー処理が発生し、処理が停止してしまいます。

（4）Ping of Death攻撃
Pingコマンドを利用して、ターゲットサーバで処理で

きない大きなサイズのIPパケットをターゲットサーバに
送りつけターゲットサーバをクラッシュさせます。最近
のOSは、防御機能が有るものがほとんどです。
4.　DoS攻撃とDDoS攻撃との違い

攻撃者がターゲットサーバに対して単独に攻撃を加え
るものはDoS攻撃と呼ばれますが、DDoS攻撃（Distributed　
Denial of Service attack）は、分散DoS攻撃と呼ばれ、
複数の踏み台を攻撃者に見立て（図-1参照）、ターゲット

サーバに大量のデータを一斉に送信する攻撃を言います。

5.　DoS攻撃、DDoS攻撃よる脅威
平成22年までは、金銭窃取を目的とした組織的な攻撃

が主でしたが、平成23年は自らの主張を認めさせようと
する共通的な思想を持つ集団による攻撃が活発化しまし
た。

本年9月「Anonymous（アノニマス）」と呼ばれる共
通的な思想を持つ集団の一部が、日本の公的機関や、大
企業に対してDDoS攻撃を加え、一時的にサービスを停
止させたことが知られています。
6.　DoS攻撃、DDoS攻撃への対策

DoS攻撃、DDoS攻撃は、攻撃者がターゲットサーバ
に対して、直接攻撃を行うのではなく、踏み台となるコ
ンピュータから攻撃を行います。現状でのDoS攻撃、
DDoS攻撃に対しての、予防策としての対策を以下に示
します。

（1）ルータによる対策
・ネットワーク機器の処理能力の増強を行う。

（2）ファイアウォールにおける対策
・ファイアウォールを並列構成にする。

（3）サーバにおける対策
・必要なサービス関連以外のポートは塞ぐ。
7.　JACIC�の取組

JACICでは、情報セキュリティ標準に基づいて、セキュ
リティ確保に努めています。 

参考文献：警察庁　「＠police」研究開発成果
　　　　　DoS攻撃、DDoS攻撃対策について
　　　　：IPA「独立行政法人　情報処理推進機構」
　　　　　2012年度版情報セキュリティ白書

（システムエンジニアリング部　参事　三宅基裕）

JACIC便り

DDoS攻撃のしくみ

図－１

攻撃者 

 

 

 

 
踏み台 

踏み台 

ターゲットサーバ
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公共事業関係費等に対するJACICコリンズデータの指標性（シリーズ２）
入札情報工事公告件数とコリンズ登録件数との関係

JACICは「入札情報システム」として「入札情報サー
ビス」（i-PPI）と「JACIC NET」をJACIC HPに掲載し、
国機関と地方自治体の発注公告情報を合わせて工事6.2
万件/年、業務2.5万件/年程度を公開しています。また「コ
リンズ・テクリスシステム」では、コリンズ（工事）25
万件/年、テクリス（業務）10万件/年程度の登録を公開
しています。これらは本邦最大規模の情報量です。

入札情報の工事公告とコリンズの登録の各月件数の時
系列波形を重ね合わせてみると、前者に対し後者は2ヶ
月のタイムラグで波形の凹凸が一致します。つまり、当
月の工事公告は、2ヶ月後のコリンズ登録となって現れ

るのです。このため、両者の整合性を視別し易いように、
前者に対し後者を2ヶ月前（図中の左側）に移動して図
－１を示しました。両者の波形はほぼ一致していると言
えます。

これを基に、各月値を順次累加した累加曲線を図－２
に示すと、図中の点線楕円内（公告5月：登録7月～公告
1月：登録3月迄）の各年度の累加曲線の軌跡は直線化し、
高い相関性（R2=0.99）を有します。故に、当月の工事
公告件数を用いて、2ヶ月後の登録件数を予測すること
が可能であり、公告10～11月の値を用いて登録12～1月
の予測値を示したのが、図中24年度曲線軌跡の最後の○
2点です。

（首席研究員　鈴木興道）

JACICデータより
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 図－２　当月の入札情報公告件数と2ヶ月後のコリンズ登録件数の関係（累加）

図－１　入札情報の工事公告件数（当月）とコリンズの登録件数（2ヶ月後）の推移（全国）
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新年あけましておめでとうございます。昨年後半の近
畿地方センターの活動状況を、ご紹介します。

■RCCM資格試験受験準備講習会
平成24年度の「RCCM資格試験受験準備講習会」を7

月27日に大阪府商工会館で開催し約300名の方々に受講
していただきました。　皆様のご活躍をお祈り申し上げ
ます。

平成25年度は7月25日に大阪国際会議場において開催
する予定ですので、奮ってご参加ください。

■施工パッケージ型積算システム講習会
施工パッケージ型積算システムは直轄工事において、

平成24年10月から試行が始まりました。これに先立ち行
政等の工事発注機関の担当者の方々に「施工パッケージ
型積算システムの講習会」を9月12日に大阪で開催し、
38名の方々が参加されました。

説明会で色々な貴重な意見が出されました。今後の改
善に努めて参ります。

■災害復旧支援
平成24年8月13日夜から14日にかけ、大阪府・京都府・

滋賀県などに局地的豪雨が襲い、近畿各地で河川の氾濫
や土砂災害が発生しました。近畿地方整備局・緊急災害
対策派遣隊（TEC-FORCE）の要請により、8月23日京都
府宇治市に復旧支援のためJACICより4名の職員が赴き、
パソコンを使った説明と被災箇所の調査を行いました。

宇治市と近畿地方整備局の職員の方々を対象として、

被災箇所の調査のあと、Photog-CADの操作説明を行い
ました。 

近畿地方整備局の職員より、操作に習熟する必要はあ
るが、慣れれば作業を省力化できるソフトであるとの評
価をいただきました。

■Photog-CAD講習会
Photog-CAD は災害復旧事業費の申請書類を作成する

にあたり使用することは支障がないとの通知が平成24 
年10月に国土交通省防災課より出されました。

平成24年10月17日・19日に、近畿地方整備局の職員の
方々にPhotog-CADの操作説明を行いました。

11月22日には兵庫県県土整備部主催の「測量・情報化
施工研修会」において、Photog-CADの講習を実施しま
した。

JACICでは、Photog-CADの操作説明講習会を随時行っ
ていますので、
ご希望の方は近
畿地方センター
までご連絡くだ
さい。

■建設技術展
今回で12回を迎えた建設技術展はJACICも共催し、出

展しています。平成24年はマイドーム大阪（大阪市中央
区）で10月31日・11月1日に開催されました。展示ブー
スではPhotog-CAD、建設副産物の情報システム・建設
発生土情報交換システム、CIMなどの建設関係の各種情
報に関する技術
についての展示
を 行 い ま し た。
多数の方々が当
ブースを訪れて
いただき有り難
うございました。

（近畿地方センター長　山本剛）

地方便り
近畿地方センター活動報告

「RCCM資格試験受験準備講習会」の状況

災害現場で作成した3DCAD図面

建設技術展の様子

現地講習会の状況

施工パッケージ型積算システム講習会の様子
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■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

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。

（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

項　目 質　　　問 回　　　答

システム
共通

国土交通省電子入札システムは
Windows8やInternet Explorer 
10に対応していますか。

国土交通省電子入札システムは、電子入札コアシステムを基盤としています。Windows 8
及びInternet Explorer 10は、現在のところ電子入札コアシステムにおける動作確認が実施
されていないことから、国土交通省電子入札システムの稼働環境としておりません。
国土交通省電子入札システム稼働環境への採用準備が整いましたらe-BISCセンターホーム
ページにてお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

落札結果はメールで届くので
すか。

落札結果（落札の有無、落札者名称）をメールで通知することはありません。電子入札シ
ステム上で発行される通知書をご確認ください。
なお、電子入札システムでは通知書等の発行をお知らせするメールが送信されますが、回
線の状況により遅延や欠落の可能性があります。メールは、あくまでも補助的にご利用く
ださい。

クラウドコンピューティングは、2006年頃から企業や
官公庁の業務システムソリューションとして活用され、
発展、普及してきました。今日では、パブリッククラウ
ド、パーソナルクラウド、両者を組み合わせたハイブリッ
ドクラウドというように、運用方法も多様化してきてい
ます。

　また、東日本大震災では様々なクラウドサービスが
役立てられました。それを機に、有事の際の事業継続の
観点から、多くのシステムを二重化したり、サーバなど
主要なハードウェアを遠隔地に移したりすることを検討
し、その答えとしてクラウドサービスを選ぶ企業や自治
体が増えることも想定されます。

一定のクラウド技術が浸透し、国、地方自治体、民間
において、クラウドを利用した様々な政策、サービス、
情報共有システムがすでに展開しています。本特集では、
クラウドコンピューティングに関して、現状における各
方面での取り組みを紹介し、将来的な可能性について展
望します。

主な内容
①巻頭言：　　　　　　東京大学大学院　江崎浩　教授
②特別講座：

（独）情報処理推進機構　勝見勉　主任研究員
③国等の取組み：

総務省、文部科学省、（独）防災科学技術研究所
④地方の取組み：
京都府、宮崎県、神奈川県町村情報システム共同事業組合
⑤民間の取組み：

東日本高速道路（株）、（株）大林組、（株）竹中土木、
（株）NTTデータ、（株）日立システムズ

⑥最新のクラウド技術やセキュリティ等：
慶應義塾大学　青山友紀　教授、

弁護士法人英知法律事務所　岡村久道　弁護士

JACIC情報107号は、1月中旬発刊予定で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　橋本貴之）

JACIC情報107号のご案内

特集：クラウドコンピューティングの現状

JACIC通信
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