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『平成24年度電子入札コアシステム利用者会議・特別会員会議』の開催
ニュースと解説

平成25年1月25日（金）に平成24年度電子入札コアシ
ステム利用者会議・特別会員会議（以後「利用者会議・
特別会員会議」という）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
JACICは、電子入札コアシステム（以後「コアシステ

ム」という）に関する会議として、利用者会議、特別会
員会議、ユーザ会議を開催しています。

利用者会議は、行政刷新会議（事業仕訳）の評価結果
を踏まえ、国の機関、地方公共団体等の発注者及び民間
企業等の受注者の意見・要望を幅広く拝聴し、コアシス
テム事業の事業改善方針の策定、及びその現状報告を
行っています。

特別会員会議は、コアシステムの仕様並びに普及等の
検討を行うために設置された「電子入札コアシステム開
発コンソーシアム」の活動の一環として会員への情報提
供、会員相互の意見交換等が行われます。

ユーザ会議は、参加者をコアシステム利用団体のみに
限定し、ユーザ間の踏み込んだ意見交換を行う場として
活用されています。また、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、全てのブロック会議で出された意
見・要望や質問回答等を提供しています。

これまでは、全て会議を別々に開催してきました。し
かしながら、セキュリティ対応や暗号アルゴリズムの移
行など幅広い情報共有が必要と考え、今年度より利用者
会議と特別会員会議を合同開催としました。

2.　会議概要
本会議では、利用者会議・特別会員会議の合同開催の

経緯や、コアシステム事業の状況報告、意見募集、暗号
アルゴリズム移行等について説明しました。
1）コアシステム事業の状況

事業改善方針の状況について報告しました。
　①コアシステム機能の充実

　�コアシステムV6を提供するため、物品・役務機能
の強化を踏まえ要件定義の作成に着手しました。

　②処理速度等の性能向上
　�ICカードへのアクセス方法や、データベース構造

の見直しによる処理速度向上については、利用団体
の費用対効果を考慮し、引き続き検討を行います。

　③ユーザサポート
　�平成23年度、平成24年度に実施したサービスセン

ターの体制強化、JREの動作確認期間短縮、JACIC
内のテスト環境の増強等によりユーザサポートにつ

いては措置済みとしました。
　④料金体系等

　�電子入札システムは、小規模自治体を残して飽和状
態に近づきつつあるものの料金は、現行水準の維持
に努めるとともに小規模自治体へ向けた新サービ
ス・料金体系を検討します。

　⑤情報セキュリティの強化
　�情報セキュリティ事案発生時の体制強化、及び

JRE6の脆弱性への注意喚起をふまえてコアシステ
ムのJRE7対応を早期に実施します。

2）暗号アルゴリズム移行
暗号アルゴリズム移行については、事務局より暗号移

行全体のスケジュールを説明しました。
本件については、来年度中に各団体の対応が必要とな

ることから注目度は高く、以下のような質疑がありまし
た。
・�暗号アルゴリズムの移行に伴う新旧暗号の併用期間に

おけるICカードの発行や利用
・�コアシステムの暗号アルゴリズム移行対応モジュール

の提供時期
・�暗号アルゴリズムの切り替えタイミングやその際の応

札者への対応　　など
本件については、会議内で質疑応答されたものの、複

雑かつ政府等の対応も関係していることから、別途わか
りやすい資料を提供することとしました。

3.　まとめ
本年は、北陸地方の大雪の影響によりいくつかの団体

が欠席となったものの、利用者会議・特別会員会議には、
111団体、総勢176名と多くの団体に参加いただき、短時
間ではありましたが活発な議論が行われました。

また、当日は利用者会議・特別会員会議に引き続き「第
11回電子入札コアシステムユーザ会議」を開催しました。
ここでは、ブロック会議の結果報告や各種アンケート調
査の結果等を事務局から報告するとともに、ユーザ団体
ならではの抱える問題等について意見交換がなされまし
た。

今後とも利用者の皆様における電子入札システムの円
滑な導入・運用等に向けたサポートに努めていく所存で
す。

特に暗号アルゴリズム移行については、対応時期が間
近に迫っているため、引き続き準備を進めるとともに情
報提供を行っていきます。

（研究開発部　主任研究員　菊地修）
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　平成25年1月30日（金）に当財団が運営するコリンズ・
テクリスシステム（工事・業務契約実績の登録・検索シ
ステム）に関して、利用者（発注者、受注者）からの意
見を拝聴し今後の業務改善方針の策定の参考にする利用
者会議を開催しました。会議では、事業改善方針に基づ
く進捗状況及び事前に行った利用者意見募集（アンケー
ト調査）の結果を報告し、意見交換を行いました。

1.　参加者
（1）発注者：国の機関
（2）受注者：�建設業関係団体、コンサルタント関係団体、

測量・設計関係団体、地質調査業関係団体
及び補償コンサルタント関係団体

2.　主な意見、要望
・�コリンズ技術者データで1技術者当たりの登録できる

工種数についての要望
・テクリス技術者における従事期間変更の取扱い
・「登録内容確認書」の保存の必要性や保存方法
・発注者、受注者の意見交換の場の設置
・テクリス業務キーワードの見直し

3.　利用者アンケート結果
（1）実施時期：平成24年12月13日（木）～28日（金）
（2）対象：システムを利用している公共発注機関及び企業
（3）調査項目：�システム全体の満足度、具体的な改良内

容の満足度等及び自由意見
①�検索システムに関する意見（発注機関）
　110名から回答をいただきました。6%が国及び独立行
政法人、94%が地方自治体、その他機関でした。回答の
概要は次のとおりです。
ア）�利用頻度は、月に数回～ほとんど毎日が比較的高く

約73%でした。（図-1）

図-1　検索の利用頻度
�
イ）�システムの満足度では、「不満足」、「やや不満」が

合わせて6%程度でしたが、ほとんどの利用者は「普
通」以上の評価でした。なお、パスワードの有効期
間延長、検索結果表示件数の拡大などの最近の改良
項目の評価については「満足」から「ふつう」以上
が58%でした。（図-2）

図-2　検索システムの全般的な満足度

ウ）�自由意見では、システムの技術データの拡充、フリー
キーワードによる検索機能の充実、技術者検索機能
の充実などの意見がありました。（36名）

②�登録システムに関する意見（受注企業）　
　203名の方々から回答をいただきました。このうち、
テクリスに関する意見が79%でした。回答の概要は、次
のとおりです。
ア）�システム全般の満足度では、「不満足」、「やや不満」

が合わせて約40%でした。（図-3）

　�

図-3　登録システムの全般的な満足度

イ）�最近の改良項目の評価については、パスワード忘失
時の手続きの簡略化、ログアウト時ボタンの誤操作
防止対策、確認書ダウンロード無料期間の延長、技
術者IDの複数登録防止などについて、70％～80%が

「ふつう」となっています。
ウ）�システムの運営については、ガイダンス、問い合わ

せ対応について「不満」、「やや不満」が17%となっ
ています。

エ）�自由意見では、203名のうち150名の方から意見をい
ただきました。主なものは、確認書等の様式の改善

（ページ数の削減等）、発注機関確認のオンライン化、
自社データ取得の無料化、「戻る」「×」ボタン誤操
作への対応などでした。

4.　今後の取組み
　利用者会議及びアンケートでいただいた意見、要望を
参考にして業務改善方針の見直し等、コリンズ・テクリ
スシステムの更なる機能向上を図って参ります。

（コリンズ・テクリスセンター　次長　山下郁夫）

「コリンズ・テクリス利用者会議」開催報告
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JACICでは熊本市職員を対象として、平成25年1月17

日に災害復旧事業費申請の支援ツールPhotog-CAD

（フォトジー・キャド）の講習会を実施しました。

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す。

平成24年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、ますますPhotog-CADの利用

が増えることが期待されます。

（1）石垣を使った模擬現地調査
午前10時に講習会を開始し、JACIC職員によるPhotog-

CADのシステム概要と写真撮影の方法を説明した後、

本講習会のために立入許可をいただいた熊本城公園の石

垣にて、模擬現地調査を実施しました。

石垣を使った模擬現地調査の様子
（熊本城公園にて）

（2）基本機能の説明
Photog-CADには大きく分けて写真測量機能に関する

部分とCAD機能に関する部分があり、約2時間、両者の

基本機能の説明を行いました。

受講者のテキストとして、Photog-CADの操作方法に

ついて、サンプル・データに基づいて説明している「ミ

ニマムオペレーションマニュアル」を主に使用しました。

同マニュアルは、JACICのPhotog-CADのホームページ

にもご紹介していて、PDF形式にてダウンロードでき

ます。ご興味のある方は是非御覧ください。（ホームペー

ジ：�http://www.gis.jacic.or.jp/gis/photog/）

JACIC職員による説明の様子

（3）石垣の測定結果
基本機能を説明した後、午前中に撮影した熊本城公園

の石垣を、Photog-CADを使って測定しました。結果、

石垣の「武者返し」と呼ばれる形状を忠実に測定するこ

とができました。

受講した熊本市職員の皆様も、基本機能の説明に沿っ

た操作方法によって、同様に撮影した写真にて石垣の測

定ができました。

Photog-CADによる石垣の測定結果
（写真測量機能とCAD機能での横断図の表示例）

（研究開発部　主任研究員　瀧口博之）

Photog-CAD 熊本市職員を対象とした講習会の開催

http://www.gis.jacic.or.jp/gis/photog/
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研究助成事業成果報告（その2）

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

埼玉大学　地圏科学研究センター
教授　渡邉　邦夫

1.　研究目的
構造物変形や自然斜面崩壊による地形変化などを、そ

れらの初期段階から的確に把握することは、将来おこり
うる大崩壊などの事前の予知・予測を行う上で基礎とな
る。それらの形状変化を適確に把握できれば（すなわち
モニタリング）、効果的な対策が可能となる。

形状変化モニタリングには様々な手法がある。ここで
は現場への適用やデータ取得が比較的容易で、画像情報
も同時に取得できる写真測量を利用した。ただし写真測
量は用いるカメラ、撮影時の太陽光線方向やカメラ位置
などの条件により、その精度に影響が出る。そこで以下
2点を目的に本事業を行った。
①�大構造物の変形がどの程度の精度で把握できるかを明

らかにする
②�光や撮影条件による影響を、人工ニューラルネット

ワークや遺伝的アルゴリズムなどの所謂人工知能を用
いて補正する技術の研究

2.　研究内容
以下の手順で研究を進めた。
2.1　同期写真撮影装置の作成

2台のデジタルカメラと電磁リレーを利用し、1/200秒
程度の同期撮影を可能とした。
2.2　大構造物の変形評価研究

タイ王国アユタヤ遺跡の仏塔（ストゥーパ）を対象に、
雨季と乾季による地盤変形との関連把握を試みた。これ
は、①微小と思われる構造物の変形が写真測量で把握で
きるか、また、②長期的な変形が捉えられるかを調べる
目的である。また横須賀のドライドックを対象に、基礎
情報としての三次元形状把握を実施した。
2.3　人工知能を用いた補正技術の開発研究

複雑な表面形状を持つ樹木表面を対象に、光を変化さ
せて複数のモデルを作成し、人工知能を利用した補正を
試みた。

3.　補正方法について
三次元モデルから作成した断面を対象に、線形回帰モデ

ルを基にして、パラメーターを遺伝的アルゴリズム（GA）

で求める方法（以下、GAモデルと略記）と非線形回帰
モデルである人工ニューラルネットワーク（ANN）を
用いて、誤差の補正ができるか検証を行った。

4.　研究成果
4.1　アユタヤの仏塔変形

2011年後期に発生した大洪水の影響を調べるため、
2011年4月と2012年1月、さらに2012年7月に調査を行い、
レンガ造りの仏塔の変形を調べた。その結果、仏塔の微
小な変形が捉えられる事および、仏塔上部ほど変位が大
きいことが判明した。このことから、仏塔の内部構造が
推定できた。
4.2　仏塔基礎壁面の塩類風化の評価

レンガ造りの基礎を対象に、塩類風化の影響を写真測
量で把握する試みを行った。目地部の抵抗性が大きいた
めにレンガ部がえぐられており、段差が急で変化の評価
が難しいことがわかった。
4.3　写真測量精度向上の研究

晴天時と曇天時に計測した樹木表面の断面を対象に、
グレー値なども利用して線形回帰モデルと非線形ANN
モデルを用いた補正を行った結果、GAの方が良い結果
となった。しかし補正は十分でなく、今後の検討が必要
である。

5.　研究の新規性および研究成果の活用
写真測量の成果に、人工知能を用いた補正の試みは初

であり、その可能性を示すことができた。しかし今後の
更なる検討が必要である。

タイ王国アユタヤ遺跡の仏塔調査は、タイのタマサー
ト大学との共同研究である。このモニタリングはタマ
サート大学を中心に継続し、今回の成果が活用され続け
る予定である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

JACICでは、平成10年度から財団の設立目的に適合す
る研究企画に研究助成を実施しています。平成24年度に
は12件の研究報告があり平成24年11月に「第10回研究助
成事業成果報告会」を開催しました。2月号から順次研
究助成成果概要を掲載しています。

なお、報告書は、以下のURLに掲載しています。
http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html

（経営企画部　上席参事　落合清二）

JACIC便り

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html
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JACIC NETには、こんな記事があります。
JACICでは、ホームページとは別に、JACICNETと

いう有料サイトのコンテンツ（サービス）があります。
http://www.jacicnet.jacic.or.jp/jacic-net/　

コンテンツの内容は、以下のようなものが含まれてい
ます。

1.　今日のニュース（新聞ヘッドライン等）
2.　発注業務・発注工事（自治体・事業団等）
3.　人事情報（国土交通省職員案内等）
4.　コリンズ・テクリス一般検索
5.　指名停止情報

1）各コンテンツの説明
「今日のニュース」では、日経・朝日・毎日・読売・

産経・東京の一般6紙の記事から毎朝JACIC職員が建設
に関連した見出しを選んで記事を作成しています。また
国土交通省・事業団等の報道発表をリンク記事にしてい
ます。
「発注業務・発注工事」は、i-PPI（入札情報サービス

のサイト）を補完するものとして、i-PPIに含まれてい
ない発注機関の発注情報を、都道府県や独立行政法人・
事業団等の情報提供または情報公開サイトから収集し、
公告記事を載せて掲載しているものです。

�
「人事情報」は、国土交通省はじめ各機関が公表した

一覧表を載せると同時に、国土交通省職員に関しては、
退職者も含めて、これまでの経歴が一覧表になって表示
されます。（図1参照）これは過去15年間に公表された人
事情報から作成したJACICのオリジナルデータです。人
事異動があった際の参考としてご活用いただいておりま
す。

「コリンズ一般検索」は、コリンズシステムに登録さ
れたデータを一部閲覧することが出来るサービスです。
検索することによって工事案件名・発注機関名・受注者・
工期・金額などを知ることが出来ます。（図2参照）テク
リス一般検索も同時に利用出来ますが、データ項目数は
限られたものとなっています。

�
2）JACICNET利用会員・件数の状況

JACICNETはH25.1末現在で1183件の会員登録をいた
だいております。またその利用アクセス数は全コンテン
ツ合計で月12万～16万件となっています。コンテンツ別
のアクセス数を調べてみると、以下のようになっていま
す。（H25年１月の場合）

1.　今日のニュース� 10,684件
2.　発注業務・工事等� 6,363件
3.　人事情報� 30,409件
4.　コリンズ一般検索� 88,562件
5.　その他� 4,847件

3）JACICNET利用料金
このJACICNETの利用料金は、通常年間契約で1ID　

63,000円です。月払いも可能になっています。また無料
3日間試用というサービスもあります。入会案内は以下
のサイトをご参照ください。
http://www.jacicnet.jacic.or.jp/jacic-net/?q=admission
またお問い合わせの電話は（03－3584－2405）まで、

お願いします。

　　　　　　　　（広報グループ長　河内康）

図1　国土交通省職員案内の例

図2　コリンズ一般検索の表示例

http://www.jacicnet.jacic.or.jp/jacic-net/
http://www.jacicnet.jacic.or.jp/jacic-net/?q=admission
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福島第1原発事故「除染特別地域」における公共事業

　福島第1原発から広がる放射能「除染特別地域」11市

町村の内、図-1に示すように、飯館村、浪江町、葛尾村、

双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町の7町村は、全域がそ

の特別地域内に含まれています。JACICコリンズ・テク

リスデータを用いて、7町村の工事・業務の各月登録件

数を集計し、その推移を図-2に示してみました。結果、

平成22年度の工事・業務件数（棒グラフ）に比較して、

23年度は激減し、24年度においても回復していないこと

が判明しました。23・24年度の累加件数同期比（折れ線

グラフ）も22年度に比して回復せず、25年1月末で工事

29％、業務42％という状況です。また、工事の請負金額

を表-1に示しましたが、22年度92億円に対し、23年度は

70億円（内、除染費52億円�74%）、25年1月末は388億円

（内、同342億円�88%）であり、その多くが除染事業費

で占められています。なお特別地域11市町村では739億

円（内、同502億円�68%）の工事額となっています。以上、

JACICデータから、目下当該地域では懸命な除染事業が

続けられ、それに追随して公共復旧工事も徐々に増加し

てきているものの、未だ復興に向う手前の段階にあるこ

とが伺えます。

（首席研究員　鈴木興道）

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4）

表-1　「除染特別地域」7町村における公共工事の登録件数と請負金額

図-２　原発による被災圏の工事・業務着手件数の推移（7町村）

図-1　特別除染地域

JACICデータより

22年度 23年度 25年1月末

登録（除染事業）
170（0）件 22（4）件 44（15）件
92（0）億円 70（52）億円 388（342）億円
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地方便り

四国地方センターは四国4県を担当地域として、電子
入札・電子納品に代表されるCALS/ECの普及支援やコ
リンズ・テクリス普及活動、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25年2月現在、四国の全95市町村の内、約71％で
web版の検索システムを利用されています。内訳は、市
で100％、町村で試用利用も含めて約51％となっています。
□テクリス検索システムの利用状況

平成25年2月現在、四国の市町村で平均約45％がweb
版の検索システムを利用されています。その内訳は市、
約66％、町村、約32％となっています。

■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
会を平成24年7月20日、開催しました。四国地区では、
90名の方が受講されました。

■電子入札コアシステム
□四国の普及状況

四国管内では国の機関や4県と14市町村で運用してい
ますが、市町村の普及率は約15%と低い状況にあります。
□四国地方ブロックコアユーザ会議

平成24年6月28日に、「平成24年度四国地方ブロックコ
アユーザ会議」を高松市内で開催しました。

徳島県、香川県、愛媛県、高知県、徳島市、高松市、
松山市、今治市、美馬市、四国地方整備局の電子入札担
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議論いただきました。

■広報活動
□くらしと技術の建設フェアin四国2012

平成24年11月2日3日に高松シンボルタワーで開催され
た「くらしと技術の建設フェアin四国2012」にJACICの
副産物・発生土、Photog-CAD、CIM、電子入札のパネ
ル展示とともに副産物・発生土、Photog-CADシステム
の紹介を行いました。

□Photog-CADの広報活動
平成24年10月23日、高知県室戸市唐谷川の災害現場で

のPhotog-CAD（災害復旧効率化支援システム）の現場
適用の試行を行い、その結果をもとに平成24年11月6日、
高知県建設技術公社や平成25年2月15日の高松市内で開
催された四国ブロック災害復旧事業担当者会議等に於い
てPhotog-CADの紹介を行いました。

��
□JACICセミナー（社会基盤情報標準化2012）

平成24年9月14日、高松市サンポートの「かがわ国際
会議場に於いて、JACICセミナーが四国で初めて開催さ
れました。3次元モデルを用いた設計・施工・維持管理
ツールとして土木分野への導入を図るCIMについて、
BIMからCIMへと題して国土交通省を中心とした最新の
報告などの講演が行なわれました。国や自治体など発注
機関のほかゼネコン、コンサルタントなどから約110人
の方が参加されました。

　　　　　　　　（四国地方センター長　松尾裕治）�

四国地方センター活動報告
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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

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

年度末に向けてのシステム利用
で注意すべき点はありますか？

2月下旬から年度末にかけてはシステム利用の繁忙期となっています。当該期間中は、例年、
システムサービス提供時間及びヘルプデスク運用時間を通常より30分繰り上げ、8時30分か
ら利用可能としています。繰り上げの時間帯に入札時間等の設定がなされる場合がありま
すのでご注意ください。
また、申請書類や入札書の提出を行う必要のある場合には、締切り日時に対して十分に余
裕をもった提出をお薦めします。申請書類等の提出集中が予想される日時については
e-BISCセンターホームページにてお知らせしていますので適宜ご確認ください。

物品・役務

全省庁統一資格の更新により、
次年度から資格審査番号が変
更になります。システム上で
対処すべきことはあります
か？

年度替わりにあわせて利用者変更（資格審査番号の変更登録）を実施する必要があります。
詳細についてはe-BISCセンターFAQ（よくある質問と回答）の下記記事をご覧ください。
FAQ番号（FAQ�ID）：49

「資格審査結果通知書の業者コードが変更となりましたが、電子入札システム上での対処方
法を教えてください。」
なお、FAQの閲覧やシステムの操作にご不明な点がある場合にはe-BICSセンターヘルプデ
スクへお問い合せください。

国土交通省電子入札

JACIC刊行物のご案内
名　称 価格（円） 内　容 問合せ

JACIC情報 1部 1,050 JACICの機関誌で、建設関連情報や、多様化する建設の動きを紹介
したもの。 ①

災害復旧効率化支援システム
Photog-CAD★ 1セット 157,500

総合単価を使った災害査定申請業務を、デジタルカメラを用いて写
真測量技術とCADを融合させて、現地調査・測量、設計・積算等
一連の作業をシステム化したソフトウェア。

②

100mメッシュ延床面積データ
（世界測地系+日本測地系）

1メッシュ
1ケ 21,000 治水経済調査における家屋資産額算出時に必要となる延床面積の

データ。 ②

GISと市町村合併 1部 1,260
複数の市町村間で別々に整備された地図データの共有回について検
討し、さまざまな課題の解決策を提示。地図情報に関する問題・課
題をGISという立場から平易に解説。

②

地方公共団体のための
WebGIS導入マニュアル 1部 1,575

地方公共団体が運用するWebGISの先進事例の紹介と、導入前から
導入基本計画、設計、開発、運用及びメンテナンスに至るまでの課
題を整理し対応策を提示。

②

GISデータブック2011 1部 3,780 国内で販売されているGISソフトウェアと地図データベースを紹介。 ②

GISデータブック2012CD版 1枚 　700 同 ②

地図を使った
Webサイト作成ガイド 1部 1,890

行政・教育機関、民間企業、NPO法人及び個人の方に至るまで、だ
れもが手軽に様々な情報を地図上に重ね合わせて提供できる、地図
を使ったWebサイトを作成するための方法を実践的かつ分かりやす
く解説。

②

ボーリング柱状図作成要領（案）
解説書改訂版 1部 1,890

ボーリング調査後に発注者へ提出する「ボーリング柱状図」の作成
様式及びその記入方法を記した「ボーリング柱状図作成要領（案）」
の解説書。

②

河川定期縦横断測量業務
実施要領・同解説（H9.06発刊） 1部 840 国土交通省等で行われる河川定期縦横断測量業務の実施方法、成果、

電子情報化等についての標準的な手法を掲載。 ②

価格は税込みの金額です。
問合せ ; ①は広報グループ（03-3584-2405）、②は研究開発部（03-3584-2402）

http://www.e-bisc.go.jp/
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