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平成25年度JACIC事業計画について
ニュースと解説

平成25年3月22日に開催された理事会において平成25

年度JACIC事業計画が承認されました。以下にその概要

を紹介します。

1.　建設情報化推進事業
建設情報化推進事業は、JACICが公益事業として実施

する事業です。

自主研究開発事業として、ICTを駆使した業務の効率

化、品質や安全・施工性の向上等を目的とする「CIMに

関する研究」を平成24年度から継続して実施するほか、

情報技術を活用し、建設事業の円滑化に資する調査研究

を対象とした研究助成事業、JACICセミナー・研究発表

会等の開催、JACIC情報（機関誌）の編集・発行等の広

報事業を実施します。また、建設分野の国際貢献に資す

る事業として、11月に東京で開催予定の第1回「土木建

築情報学国際会議」において、各国からの参加者に日本

の技術や取り組み状況を紹介する「JACICセッション」

を行います。

2.　公共調達情報提供事業
公共調達情報提供事業は、公共調達に関する入札情報

や工事・業務情報を利用者に提供することで発注機関の

適正な業務執行の向上を図る事業です。

入札情報提供事業（統合PPI）を引き続き推進すると

ともに、コリンズ・テクリス事業では、公共機関が発注

した工事・業務の実績を登録、検索できるシステムを運

営します。実施にあたっては、利用者の皆様のご意見・

ご要望を踏まえて検索・登録方法、登録内容の充実を図

る等の事業改善を進めます。

3.　公共調達支援システム事業
公共調達支援システム事業は、公共工事の入札・契約

に係る業務の効率化を支援する事業です。

積算システム事業では、国土交通省が平成24年10月以

降に試行導入している「施工パッケージ型積算方式」に

ついて、その地方公共団体への導入支援やシステム開発

等を実施します。電子入札コアシステム事業では、平成

26年度の暗号アルゴリズムの移行に必要な対応モジュー

ルの開発・提供等を行います。

4.　建設情報提供サービス事業
建設情報提供サービス事業は、建設工事等に関する情

報を提供・支援する事業です。

建設副産物情報サービス事業では、ハードウェア及び

ソフトウェアのリプレース（更新）を完了するとともに、

総合情報サービス事業（JACIC NET）、RCCM資格試験

受験準備講習会等の事業を継続します。また、平成25年

度より、CALS/EC資格について更新手続きを行います。

5.　建設情報調査研究開発事業
建設情報調査研究開発事業は、主に受託して行う建設

情報システムに関する調査研究です。国等の運用する土

木積算システムや電子入札システム等は、JACICがその

開発、運用支援に当初から関わってきたシステムです。

CIMに関する調査研究、積算システムに関する調査研

究、情報の高度利用に関する調査研究、その他の建設情

報システムの開発・改良を実施します。特に、災害復旧

に係る査定申請事務の効率化を支援するために開発して

いる災害復旧効率化支援システムPhotog-CAD について

は、利便性の向上に向けた改良を行い、普及を図ります。

平成25年度JACIC事業計画の詳細については、JACIC

ホームページの下記のURLを参照してください。　　

http://www.jacic.or.jp/about/gaiyo/h25keikaku.pdf

（経営企画部　部長　川嶋直樹）

http://www.jacic.or.jp/about/gaiyo/h25keikaku.pdf
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1.　CIM技術検討会の検討経緯
　CIM技術検討会は、JACICをはじめとする11の研究機

関により設置され、国土交通省に設置されたCIM制度検

討会と有機的に連携し、両輪となってCIMを推進してき

ました。平成24年7月4日に第1回検討会を開催して以降、

4回の検討会、5回のワーキンググループの開催、現地調

査等を通じ、当初バラバラであったイメージを共通認識

として整理するとともに、平成25年度に向けた技術的な

検討方針および制度基準に関する国土交通省への提案等

について、「CIM技術検討会平成24年度報告」（中間報告）

にとりまとめました。また、同報告（案）は、国土交通

省のCIM制度検討会の場においても報告・提言しました。

以下ではその概要を紹介します。

2.　CIMに関する共通認識と社会状況等
　検討会では、CIMの概念についての共通認識として、

「時間とともに進化・成熟するデータモデルを活用・変

更し、情報共有により共同作業・並行作業を実現」する

ことにより、建設生産システム全体を改善するものとし

（図1）、モデル事業等を念頭に、当面の目標として部分

的に3次元データを活用していくイメージを整理しまし

た（図2）。さらに、CIMをとりまく社会的状況等につい

て、技術的な背景とともに、各国政府の動向や国際規格

等とあわせて、平成24年12月に策定された国土交通省技

術基本計画にCIM関連が7つの重点プロジェクトの1つと

して記載されたことや、次期情報化施工推進戦略（2013

～2017）において、CIMとの連携が盛り込まれる予定で

あること等を報告しました。

CIMの動向（その３）
～CIM技術検討会　平成24年度報告～
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図1　CIMの概念図（案）情報の受け渡しから共有へ

図2　当面の目標
図3　ロードマップに対する提案

フェーズ 項目 内容
年度イメージ

備考
H24 H25 H26 H27 H28

測量・
地質調査

データ
測量データのデータ構造のあり方
地形・地質データのデジタル化
デジタル情報の精緻化

地盤モデル 特定地域の地盤モデルの標準化方
法の検討

設計

3次元化
 （CIMモ
デル）

3次元モデル作成ツールの開発
電気・通信・機械、3次元モデル作
成ツールの開発

プロダク
トモデル
表現方法

土木分野の3次元プロダクトモデル
（土木版IFC-OpenINFRA）の開発、
3Dモデルの表現方法（3D単独図）
の開発

部品 標準図集の部品化/部品集公開サイ
トの運用

技術要領・
基準

3次元モデルを用いた設計に関する
要領基準検討

構造計算 3次元設計計算ソフトの開発

数量計算 自動算出された数量の整合性確認
ツールの開発

属性情報 コスト情報・環境負荷情報・その
他属性

積算
数量計算 自動算出の精度確認・工事数量（工

区割り）自動算出検討/開発
積算 自動積算技術開発

施工

着手前 仮設計画・施工計画への活用技術
（属性情報）の検討

施工中 情報化施工への連動、工事監理（計
測、清算、検査など）の効率化

完成時 施工時の計測・観測機器等の結果分析

維持管理

既存の計測・観測機器等の活用検討
CIMの導入に向けた計測・観測機
器等の開発
維持・管理に向けたデータ集計ツー
ルの開発
3次元モデルを用いた維持管理手法
の検討
既存施設の3次元モデルの作成方法
の検討
既存施設の3次元モデル化と試行運
用・導入検討

コミュニケーション 
（情報共有）

3次元モデル活用コミュニケーショ
ン手法の試行
CIM情報共有基盤の開発

現ロードマップ案
新規提案
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3.　CIMモデル事業および平成24年度検討事項
　平成24年度に国土交通省が試行した11のモデル事業に

ついて、技術検討会としての考察を加えるとともに、確

認できた事項を報告しました。また、基本問題/データ

モデル/属性WGおよび計測技術/情報化施工WGの2つの

WGの検討状況および現地調査の概要を報告するととも

に、CIMマネージャ、国家インフラモデル、情報共有、

業務分析におけるCIMデータの活用シーンの作成、サ

ポート体制、普及啓発等に関する検討状況、検討会メン

バーの取り組み状況を報告しました。

4.　提案と今後の方針
　技術的検討方針に関しては、現行ロードマップ（第2

回制度検討会資料）に記載されている項目以外に必要な

検討フェーズ・開発項目について、技術検討会からの提

案としてとりまとめました（図3）。また、具体の技術開

発項目に加え、今後のモデル事業に関する提案、制度基

準に関する提案を行いました。

 

　なお、報告全文はJACICホームページCIM特集で、

CIMの動向（その1、その2）はJACIC newsバックナン

バーコーナーでご覧いただけます。

http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index_CIM.htm

http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/pdf/jn278.pdf

http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/pdf/jn281.pdf

（研究開発部　グループ長　笛田俊治）

「平成25年度コリンズ・テクリス事業改善方針」等の公表
平成25年度コリンズ・テクリス事業改善方針及び同方

針のフォローアップをJACICホームページで公表しまし
たので報告します。

http://www.jacic.or.jp/meeting/coritec/index.html

1.　経緯
コリンズ・テクリス事業改善方針は、平成22年に行わ

れた行政刷新会議「事業仕分け」を受け設置したコリン
ズ・テクリス利用者会議の活動の一環として、事業に関
する利用者の意見・要望をいただき、それらを踏まえて
財団が作成することとなっています。

2.　今回の改正
これまでの、改良、改善事項のうち平成25年度以降引

き続き取り組んでいくこととしている課題に平成24年度
にいただいた利用者意見及び平成25年1月に開催した利
用者会議における主な意見、要望を加えとりまとめまし
た。今後、この方針に基づき改良、改善を進めて参りま
す。主な内容として、
（1）機能、性能の改善
① 検索システムでは、25年度早期リリース項目として工

期の指定方法の追加、ダウンロード機能の強化、市町
村コード改良、その他25年度改良予定として複合検索
でのフリーキーワード改良及びタイムアウトの回避機
能、印刷機能改良を行う。

② 登録システムでは、入力画面の間違いやすい表示への
対応、業務キーワードの見直し、帳票送信メールの改
善等を行う。

（2）システムの運用
問い合わせに対して丁寧かつわかりやすい説明を行う

こと、着実かつ迅速な各種情報の事前提供、システム改
正点についての発注機関等への十分な説明を行うこと、
Q&Aの継続的な見直し等を行う。
（3）その他

利用者会議での提案を踏まえ、発注者と受注者の意見
交換の場としてワーキングの設置を検討する。

3.　事業改善方針のフォローアップ
事業改善方針の平成24年度実施状況について、ホーム

ページに掲載しました。

4.　終わりに
これからも、事業改善方針に基づき改良、改善を進め、

登録や検索に関して皆様の御意見ご要望を踏まえ、登録
し易い、検索し易いシステムを目指して参ります。企業
関係者、発注機関の皆様の忌憚のないご意見をお待ちし
ております。

（コリンズ・テクリスセンター次長　山下郁夫）

http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index_CIM.htm
http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/pdf/jn278.pdf
http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/pdf/jn281.pdf
http://www.jacic.or.jp/meeting/coritec/index.html


- 4 -

2013.5月号

平成25年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内
●主催：（一財）日本建設情報総合センター

●後援：国土交通省

● テキスト：「平成25年度RCCM資格試験受験準備講習

会テキスト」及び「想定問題・解答」（発行：（一財）

日本建設情報総合センター）

●受講料：10,000円（税込み、テキスト代込、昼食無し）

●開催地・開催日・会場：表-1参照

●プログラム：表-2参照

● 受講申込方法等：所定の申込書に必要事項を記入の

上、郵便振替払込金受領証のコピーを同封し、下記申

込先に郵送して下さい。電話による申し込みは受け付

けません。申込書用紙は5月7日（火）から当センター

の ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.jacic.or.jp/RCCM/

rccm2013.html）からダウンロードできます。

●受付期間：平成25年6月1日（土）～平成25年7月10日（水） 

　※郵送の場合7月10日の消印有効

● 申込先：（一財）日本建設情報総合センターRCCM講

習会事務局　（〒107-8416東京都港区赤坂7-10-20アカ

サカセブンスアヴェニュービル　Tel 03-3584-2404）

表-1　平成25年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場

表-2　講習会のプログラム

JACIC便り

№ 開催地 開催日 会場名 住　所 TEL 定員

1 札　幌 7/26（金） 北海道経済センター 札幌市中央区北1条西2丁目 011-231-1355 250

2 仙　台 7/23（火） フォレスト仙台 仙台市青葉区柏木1-2-45 022-271-9340 230

3 東京1 7/22（月） 日本都市センター会館 千代田区平河町2-4-1 03-3265-8211 400

4 東京2 8/05（月） 日本都市センター会館 千代田区平河町2-4-1 03-3265-8211 400

5 新　潟 7/24（水） 新潟県建設会館 新潟市中央区新光町7番地5 025-285-7111 160

6 名古屋 7/31（水） 名古屋国際会議場 名古屋市熱田区熱田西1-1 052-683-7711 300

7 大　阪 7/25（木） 大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 大阪市北区中之島5-3-51 06-4803-5555 290

8 広　島 7/31（水） メルパルクHIROSHIMA 広島市中区基町6-36 082-222-8501 150

9 高　松 8/01（木） 香川県土木建設会館（サン・イレブン高松） 高松市松福町2-15-24 087-823-4550 140

10 福　岡 7/30（火） JR博多シティJR九州ホール 福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-292-9258 320

11 沖　縄 7/25（木） 沖縄産業支援センター 那覇市字小禄1831-1 098-859-6234 180

注）やむを得ない事由により会場等の変更がある場合には、JACIC ホームページでお知らせいたします。

時　　間 内　　容 講　　師

10：20～10：30 挨　拶

10：30～12：00 建設コンサルタント業務とその管理（契約関係） 発注機関講師

13：00～14：30 資格制度の概要と建設コンサルタントの課題1（業務関係）
業務管理技術研究会委員

14：40～15：30 資格制度の概要と建設コンサルタントの課題2（業務関係）

15：30～16：00 RCCM資格試験受験準備について JACIC担当者

（経営企画部　参事　福島康博）

http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2013.html
http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2013.html
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研究助成事業成果概要

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

大阪大学 社会経済研究所　講師　中林　純
本研究課題では、入札データより入札者のコストの分

布を推計する手法とその応用について検討する。
公共工事は、国民の貴重な税金を使って行うものであ

るから、予算管理を適切に行うために、予定価格が適切
な水準に設定されることが求められる。このために発注
部局は、市場価格に見合った資材・労務費の単価をベー
スに、標準的な施工内容に基づいた厳密な積み上げに
よって予定価格の導出を行なっているところであるが、
実際の入札では不調・不落や低入札がしばしば見受けら
れることからも分かるとおり、各入札参加者が入札時点
で思い描く推定工事原価、いわゆるマーケットベースの
工事原価とは明らかに乖離しているケースが見られる。

計量経済学では、入札結果より入札参加者が入札時点
で想定する工事原価の傾向を推定する手法が確立されつ
つある。とりわけGuerre Perrigne and Vuong（2000）
等によって発見されたセミパラメトリック推計の手法を
用いることで、より簡単に、入札参加者が想定する工事
原価の分布を推計することが可能となった。このような
手法を応用することにより、予定価格の妥当性をより多
面的な観点から検討するなど、入札・契約制度の設計に
応用する可能性について検討することが本研究課題の目
標である。

本研究では、そうした入札データを用いてどのように
コストの分布を推計するのか、その具体的な方法（構造
推定の手法）と、サンプルとして国土交通省の2005年か
ら2012年までの公共工事の入札データを用いたコストの
分布の推計値を提示した。なお、構造推定には入札（オー
クション）の理論分析に関する知識が多少必要であるの
で、まずはそれについて議論し、その後に実証分析を議
論した。

なお、近年の公共工事の入札のほとんどは総合評価入
札方式で行われており、これに関する入札参加者の費用
の推定法は確立されていない。また、計量経済学の推計
手法の基礎となる総合評価落札方式についての経済理論
モデルにも、既存の研究（たとえばChe（1993）及び
Asker and Cantillon（2008））においては価格と性能の
評価式において両者が線形であることに限定されてお
り、わが国のような価格性能比（除算式）の評価方式に

ついては研究がなされていない。したがって、本研究は、
構造推定の前段階として、まずは除算式の総合評価落札
方式に関する理論モデルを構築することを行った。研究
報告の後段では、そうして構築された総合評価落札方式
の入札モデルから得られた知見も紹介している。たとえ
ば、除算式では、公共工事の入札で用いられるような封
印形式の入札の場合、落札者が大きな利益を得、納税者
はやや過剰な性能提案を高い価格で買い取る方式である
ことが分かった。また、除算式の問題点として、「価格
を下落させたときと性能を上昇させたときでは価格を下
落させた方が有利になる」、という議論があるが、これ
については除算式の問題点と言うよりも、むしろ除算式
に含まれている基礎点数の存在が大きく、かりに基礎点
をゼロにすれば、価格下落と性能上昇はそれらが同率な
らば評価点数に与える影響は全く同一ということも分
かった。

なお、総合評価入札における入札者のコストを構造的
に推計する手法については、まだ既存の研究が少ないた
めに、価格だけの入札を分析するために考案された計量
手法を応用するかたちで、独自のモデルを提案した。総
合評価落札方式の理論モデルから得られた均衡における
入札者の行動パターンを用いて、コストの「推定」は可
能となっている。他方、推定した分布が真のコスト分布
を表しているのかどうか、その「識別」についても、一
段の高度な議論を踏まえつつ、それが可能であることが
判明した。

以上の知見をもとに、実証分析を行ったところ、業者
のもつ性能と費用の関係式（以下、費用関数と呼ぶ。）
の分布を推定し、その情報に基づいて、最適な予定価格
の設定に関する議論及びシミュレーションなどを行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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）

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


最近クラウドという言葉を頻繁に聞くようになりまし

た。JACICでも業務の一部にクラウドを利用する場面が

実際に出てきています。クラウドという言葉は、その意

味するところが発言者によって微妙に違っていたりし

て、ややあいまいさのある用語ではありますが、最近の

インターネットの品質の向上、サーバの性能向上と仮想

化技術の進展を背景に、ユーザがすべてを自ら準備する

のではなく、設備や処理の一部乃至全部をネットを介し

てサービス提供者の保有する環境でまかなってしまうこ

とを指しているようです。読者の中にも、ウェブアルバ

ムに写真をアップして知人と共有した経験のある方もお

いでかと思いますが、これもオンラインストレージと呼

ばれる、クラウドによるサービスの一種です。

クラウドを用いれば、エンドユーザにとっては端末以

外に何も持たずに高度の情報処理を行え、一方サービス

提供側としては若干のカスタマイズは行うとしても、基

本的に汎用のサービスを用意することで多くのユーザに

対応することができることから、システムの開発、維持

管理の負担が軽減できます。さらに、サービス提供者で

あっても、基盤設備をネットワーク経由で賃貸でき比較

的容易にスケールを調整できることから、サービスの立

上にかかる初期投資を抑え、急速な市場規模の変化にも

ある程度柔軟に対応可能となる他、基盤設備の維持管理

負担が軽減できる等の利点があります。

一般にクラウドと言われているサービスには、

① 情報インフラストラクチャーそのものをサービスから

借用する（IaaS、HaaS）

②特定のサービスを借用する（PaaS）

③特定のソフトウェアを借用する（SaaS）

④特定の処理を借用する（AaaS）

というふうに、目的や処理内容によりいろいろな種類

があります。いずれも、ネットワークを介して、サーバー

サイドで処理をして結果をユーザに戻すものですから、

借用した部分にかかわるハードウェア乃至ソフトウェア

資産をユーザは保有しないで済みます。

 

クラウドを用いれば、必要なものはネット上にサービ

スとしてありますから、自前で調達しなくとも、必要な

時に必要なだけ賃借して利用し、不要になったら契約を

解除すればよいわけで、この手軽さが初期投資を抑えて、

仕事を速やかに立ち上げることができるとして注目を集

めているわけです。

（システムエンジニアリング部長　海津優）
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クラウドサービスの概念図

クラウド
─  自前で持たずにサービスで済ます  ─
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地方便り

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・テクリス関連の普及活動や電子入札・

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。主な活動報告と活動予定を紹

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3月現在、北海道の全179市町村の内、約15％

がコリンズ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

約51％、町村では約5.0％となっています。平成25年度

はさらに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）

（土木設計監理技士（和名（案））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おいて開催しました。北

海道地区では、194名の方が受講されました。

平成24年度の資格試験の合格者が、平成25年3月1日に

建設コンサルタント協会から発表となり、札幌会場では

574名が受験され99名の方が合格しました、平均合格率

は17.2%（全国平均15.6%）でした。

平成25年度の資格試験準備講習会は平成25年７月26日

（金）、札幌市の北海道経済センターにおいて開催を予定

しています。

札幌でのRCCM講習会の様子

 

■広報活動
□北海道地方CALS/EC推進協議会の開催

北海道開発局では平成25年3月6日（水）北海道地方に

おける公共事業発注機関へのフォローアップを図り、各

関係機関が連携をしてCALS/EC導入を推進するための

会議を開催しました。

実施内容は、市町村向けの「電子納品の手引き（案）【市

町村版】」の作成及び普及・教育等の活動報告や活動計

画として、各機関における取り組み状況について、情報

化施工の実施状況やJACIC本部（建設ICT推進グループ

長元永氏）からCIMの取り組みについて最新の情報提供

がありました。

□北海道土木技術会建設マネジメント研究委員会の開催
平成25年2月6日（水）、北海道における建設産業並び

に建設技術の進展、技術者の育成を図ることを目的とし

て民・学・官の各機関が連携をして公共工事の品質確保

に向けた施工管理体制の検討や情報共有システムの取り

組み状況等について情報収集、共有化を図りました。

■情報提供
□情報化施工フォーラム2013の開催

北海道における情報化施工の普及促進を図るべく「情

報化施工推進検討WG」活動を総括する目的で、国土交

通省北海道開発局と（一社）日本建設機械施工協会が主

催して平成25年2月28日「情報化施工フォーラム2013」

が開催されました。

□北海道地方センターの電話番号変更のご案内
北海道地方センターの電話番号はH25年4月1日より下

記の通り変更になります。

〒060-0051　札幌市中央区南1条東2丁目11番地

 南1条タカハタビル2階 

 TEL：011-233-0511（廃止）

 　　　011-233-0525（変更）

（北海道地方センター長　草開良視）

北海道地方センター活動報告
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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

工事・業務

「CALS/EC 公共調達共通基盤
システム」画面に「ICカードの
企業情報をご確認ください。」
と表示されるのはなぜですか？

平成24年度 電子入札システム機能改良により、使用しているICカードの格納情報を利用者
自らが確認し易くするために当該情報が表示されるようになりました。各企業情報に変更が
ないか、案件の参加途中に有効期限切れが発生しないか、などをご確認ください。
なお、当該表示によってシステムが利用不可となることはありませんが、企業情報等に変更
があるにも関わらず過去の内容にて案件に参加した場合、参加資格の取り消しや入札無効の
扱いとされる場合もありますので十分にご注意ください。

「入札説明書・案件内容質問に
対する回答修正のお知らせ」
メールが届きました。

平成24年度 電子入札システム機能改良により、回答の修正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修正のお知らせ」の送信
先には、該当質問を登録した業者のほか、対象案件において別の質問を登録した業者及び
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。このため、
他業者が登録した質問であっても、上記に該当する場合は当該お知らせメールが届くこと
となります。
なお、平成24年度 電子入札システム機能改良の詳細については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/pdf/j1-130326.pdf）

国土交通省電子入札

JACIC便り
平成25年度

（一財）日本建設情報総合センター研究助成公募案内
（一財）日本建設情報総合センターでは、平成25年度

の研究助成を4月15日より以下のとおり公募しています。

1.　研究助成の対象
（1）【指定課題】

1）3次元データの活用に関する研究　
2）建設行政システムのクラウド化に関する研究　
3）大規模データベース（ビッグデータ）に関する研究

（2）【自由課題】
1） 建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関する

研究
2）建設分野の各種業務の情報化に関する研究

2.　助成対象者
上記研究項目に関心を有する大学、高等専門学校、民

間等研究者とし、学識経験者等による審査の上決定。

3.　助成期間
助成期間は決定の翌日（8月上旬を予定）から約1又は

2年間で、報告書の提出は平成26又は27年8月末。

4.　助成金額
1件につき、指定課題は250万円以内、自由課題は150

万円以内（平成24年度は、指4件、自4件の助成を採択。）

5.　応募期限、提出方法
平成25年6月30日（必着）、郵送又はメール

6.　問い合わせ
TEL.03-3584-2404／FAX.03-3505-2966
E-mail : ochiai@jacic.or.jp
詳しくは以下のサイトを参照下さい。
http://www.jacic.or.jp/josei/h25/index.html

　　　　　　　　（経営企画部　上席参事　落合清二）

http://www.jacic.or.jp/josei/h25/index.html
http://www.e-bisc.go.jp/pdf/j1-130326.pdf
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