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Photog-CADの無料貸し出しモニターキャンペーン
ニュースと解説

JACICでは、Photog-CADを平成25年12月まで無料で
貸し出し、実際の災害現場等でご使用いただき、使って
みての感想やご意見、改善点等をご報告いただくモニ
ターを募集します。

◆Photog-CADとは
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、災害復旧のための公共土木
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。
誰でも簡単で効率的に行え、測量作業の省力化、安全
性の向上と、計算・作図作業の迅速化に寄与します。
このたび、平成24年10月22日付で国土交通省より「災
害査定においてPhotog-CADを用いて差し支えない」旨
の事務連絡が各都道府県・指定都市に発出されました。
また、平成25年4月26日付で登録第5578807号「Photog-
CAD（フォトジーキャド）®」として商標登録されました。
この機会に、このソフトの一層の普及を目指して、モニ
ターを募集することといたしました。

◆無料貸し出しモニターキャンペーンの実施
モニターは、災害査定設計書を作成される公物管理者、
実務にあたる測量設計業界の方などを想定しています。
●モニターの内容
①�モニターには、試用期間内に災害が起きた場合、Photog-
CADを用いて査定設計書を作成していただきます。
業界のモニターの方には、Photog-CADを用いること
について都道府県、市町村のご担当にお願いしていた
だきます。
�査定設計書として採用されない場合でも、模擬査定と
して従前の方法と近い設計ができることを確認してい
ただきます。いずれの場合も事例紹介に使わせていた
だきます。
②�災害査定以外の利活用場面を作っていただければ、
JACICのホームページ等にて事例として社名入りで紹

介させていただきます（任意となります）。
③�また、Photog-CAD普及のための講習会を開催してい
ただきます。その後、講師としてJACIC職員を招へい
していただきます。
④�試用はいつでもインストールCDを返却して中止する
ことができます。

◆購入移行のお願い
モニターの方には、試用期間中に購入についてご検討
いただきたいと思っています。
現在のバージョンは十分に実用的なモノですが、使い
勝手の点で一部の利用者からいくつかご指摘をいただい
ていますので、それを踏まえた改修を年度内に行います。
この改修版への無償交換は、ご購入いただいた方のみに
適用されます。試用期間中でも購入に移行することがで
きます。

◆モニターへの応募方法
モニターの応募については、以下のURL等をご参照
ください。
【お問い合せ先】
一般財団法人�日本建設情報総合センター
システムエンジニアリング部　Photog-CAD担当
TEL�03-3505-2924　E-mail��photog-cad@jacic.or.jp
URL:�http://www.gis.jacic.or.jp/gis/photog/
�

（システムエンジニアリング部　宮本勝則）

http://www.gis.jacic.or.jp/gis/photog/
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1.　はじめに

　JACICnews2013年4月号でもご紹介したとおり、今年

11月7・8日、東京国際交流館（プラザ平成）において、

第1回土木建築情報学国際会議（ICCBEI）が開催される

ことになりました。これは、アジア各国が参加するアジ

ア土木情報学グループ（AGCEI　会長：矢吹信喜大阪

大学教授）が主催するもので、JACICもAGCEIにメン

バーとして参画し、ICCBEIを成功させるべくサポート

を行っています。その一環として、初日（11月7日）の朝、

開会・基調講演（国土交通事務次官　佐藤直良氏）に引

き続いて、「JACICセッション」を行います。本稿では

これについてご紹介します。

2.　JACICセッションの概要

　JACICセッションでは、国土交通省と民間が進めてい

る「CIM」（Construction�Information�Modeling）につ

いて取り上げ、最新情報を世界に向けて発信することに

より、建設情報分野における国際的な日本の存在感をア

ピールしたいと考えています。内容の詳細については調

整中ですが、現時点での構想としては、全体をパネルディ

スカッション方式とし、国、学界、民間等でCIM推進の

第一線で活躍しておられる方にパネリストとなっていた

だき、現在取り組んでいることや今後の計画などについ

てショートスピーチや意見交換を行っていただく予定で

す。できれば海外からのゲストスピーカーにも加わって

いただき、国際規格の動向や日本への期待についても

語っていただければと考えています。

　ICCBEIは原則英語で行われますが、基調講演と

JACICセッションは同時通訳を入れることにしています

ので、「CIMの最新情報は欲しいけど、英語は苦手なの

で…」という方も奮ってご参加ください。基調講演と

JACICセッションのみの参加方法も検討中です。詳細が

決まりましたら、改めてJACICnews誌上でご案内いた

します。

3.　おわりに

　CIMについては、JACICnews2013年5月号でもご紹介

したとおり、JACICをはじめ11機関が参加するCIM技術

検討会の平成24年度報告がまとまる一方、国土交通省に

おいても昨年度実施した11のモデル事業の成果を受け

て、今年度新たな展開が図られる予定です。11月の

ICCBEI、とりわけJACICセッションではその最新の動

向を踏まえた実りある議論が交わされることを期待して

います。

会場の東京国際交流館の状況

　なお、AGCEIでは、ICCBEIの参加者とスポンサーを

募集中です。詳細はICCBEI2013のホームページをご照

会ください。（URL　http://www.iccbei.com/）

（経営企画部長　川嶋直樹）

今秋、CIMに関する官民の取り組みを世界に発信
－第1回土木建築情報学国際会議（ICCBEI）で「JACICセッション」を開催－

ニュースと解説

http://www.iccbei.com/
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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

2.　研究助成の対象【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
（a）建設分野の情報化に関する企画、提案、標準化等
の調査研究　（b）建設情報の流通性の向上に関する調
査研究　（c）建設分野のBPRに関する調査研究
２）建設分野の各種業務の情報化に関する研究
（a）土木工事積算業務に関する調査研究　（b）河川・
道路・都市等における業務の情報化に関する調査研究　
（c）防災業務の情報化に関する調査研究　（d）GISを利
用した業務支援システムの調査研究　（e）CALS/ECに
関する調査研究　（f）建設副産物情報交換に関する調査
研究　（g）その他

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.　申込み方法
　ウェブを参照　http://www.jacic.or.jp/josei/h25/index.
html　

6.　問い合わせ
一般財団法人　日本建設情報総合センター
経営企画部（落合）
TEL.03-3584-2404／FAX.03-3505-2966
Ｅ-mail：ochiai@jacic.or.jp

（経営企画部　上席参事　落合清二）

平成25年度の研究助成を、以下のとおり公募します。応募期間は平成25年6月30日迄です。

1.　研究助成の対象【指定課題】

JACIC便り

課　　題　　名 内　　　　　容

指1
3次元データの活用に関する研究
　

建設分野に関する計画、設計、積算、施工、維持管理や各段階間の情報共有において、有効な
手法として考えられるプロダクトデータモデルや3次元CADデータの構築・連携・利活用に関し
て、以下の内容を研究する。
①�3次元データを設計、積算、施工の各段階で連携して実施する情報化施工とその施工管理の高
度化研究
②�CIMの進展に際し3Dデータの交換標準がないと一元管理が困難となる。測量・調査・設計・
施工・管理等の各段階で発生する3D情報等を交換できる公共施設管理用プラットホームに関
する研究
③�これまで行われた関連情報の（受け渡し）から（情報共有）へ変更していくため共同作業、
並行作業を可能とする3次元オブジェクトを活用したデータ共有基盤（データモデル）の構築
方法に関する研究
④�Photog-CAD写真測量機能の多様な活用、適用分野での検証及び測定精度の検証に関する研究

指2��
建設行政システムのクラウド化
に関する研究

東日本大震災では、被災自治体で行政データの消失や、行政システムの破壊により、行政サー
ビスの回復が遅れた。そこでデータやシステムのバックアップとBCPの観点から、クラウド化
が注目されている。また、行政体間での支援においても、職員派遣を伴わずに代行支援が可能
なクラウド活用が注目されている。そこで、クラウド化を推進するために、以下の内容を研究
する。
①データ管理や、基本システムのクラウド化の研究
②電子成果のクラウド化（セキュリティ含む）による利活用の研究

指3
大規模データベース（ビッグデー
タ）に関する研究　

多様なデータベースの連携利用が模索されている。以下の内容を研究する。
①�建設分野に関する利用可能な多様なデータベースを連携・活用するために必要となる技術的
あるいは法制度的な事柄についての研究
②�情報の海の中から有用な意味情報を抽出することがますます困難になってきている。大規模
データベース（ビッグデータ）のより有効な活用には、システムに依存しないデータ形式、
意味情報を交換するための仕組み、メタデータやメタモデルの枠組みなどの「情報共有基
盤」の構築、標準化が不可欠である。オントロジー、セマンティックWeb、レジストリなど
に関する基礎的な研究や、国際動向の調査及びそれらの応用に関する内容を研究

http://www.jacic.or.jp/josei/h25/index.html
http://www.jacic.or.jp/josei/h25/index.html
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平成25年度CALS/EC資格（RCE・RCI）の更新登録
CALS/EC資格（RCE・RCI）の平成25年度分更新登

録の受付が、7月1日から始まります。

CALS/EC資格は、平成25年度から「試験制度」がな

くなり、登録更新のみ継続することになりました。この

登録に関する事務については、4月1日付で建設コンサル

タント協会からJACICに移管され、今後の事務取扱・問

い合わせ対応は全てJACICが行うことになりました。

�

新しいCALS/EC資格制度のページ

1.　6月中に案内を送付

JACICでは、7月1日受付開始に伴い、更新登録の対象

者には、郵送で「更新登録のご案内」を発送する予定で

す。対象者は、主として平成23年度の登録者となります。

2.　平成25年度からの新機軸

（1）ウェブでの申請

これまでの申請は全て紙によるものでしたが、平成25

年度からはインターネットでの申請も出来るようになり

ます。

（2）CPD登録に新科目の動画

過去2年間におけるCPD（継続教育）のポイントが規

定の点数に達しない申請者は、これまで「講習」を受け

ていただくことになっていました。しかし平成25年度か

らは、この講習もなくなります。

その代わりに、JACICのホームページ上にアップする

指定の動画を閲覧することにより、一定のポイントを付

与する仕組みを用意しました。これらの動画は、JACIC

セミナー・研究発表会等JACICが主催したイベントにお

いてビデオを記録しているもので、CALS／EC資格に

関係する新たな知識が獲得出来るものです。この閲覧記

録を申請するための書式も新設されております。

（3）料金体系に新科目 

これまでの登録料金は一律1万円で、紙の「登録証」

とプラスチックカードの「携帯用登録証カード」がセッ

トで発行されていました。今回多くの方からの「紙の登

録証」だけで十分、カードは要らない」というご意見を

受け、8,000円で登録証のみ発行という新価格を設けま

した。ご活用下さい。　　

3.　新規登録・復活登録も受付

平成24年以前に試験に合格したが、まだ登録していな

かったという方の「新規登録」や、前回登録してから2

年以上が経過してしまった人の「復活登録」も、受け付

けます。これについては7月を待たずに現在も受け付け

ておりますので、下記までお問合わせ下さい。

・お問合わせメール：calsecshikaku@jacic.or.jp

・専用問合せ電話：東京03－3505－8872

その他、CALS／EC資格については、以下をご参照

ください。

・CALS／EC更新登録サイト：

　http://www.jacic.or.jp/qualification/index.html

　　　　　　　　（経営企画部　次長　河内康）

JACIC便り

http://www.jacic.or.jp/qualification/index.html
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　JACICでは、平成25年度もRCCM資格試験受験準備講
習会を全国10会場で11回にわたり開催します。その詳細
が決定しましたので、ご案内いたします。
●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。申込書用紙は当センターのホームページ

（http://www.jacic.or.jp/）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）
------------------------------------------------------------------------------------------------
※�RCCM資格試験は、（一社）建設コンサルタンツ協会
が平成25年11月10日（日）に実施します。
　�受験申込書の購入、手続き等、試験に関する内容は、
下記へお問い合わせ下さい。
�（一社）建設コンサルタンツ協会RCCM資格制度事務局
�http://www.jcca.or.jp/qualification/rccm/introduction/25�
shikenannai.pdf
Tel�03-3221-8855

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

№ 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）

JACIC便り

平成25年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内

http://www.jcca.or.jp/qualification/rccm/introduction/25_shikenannai.pdf
http://www.jcca.or.jp/qualification/rccm/introduction/25_shikenannai.pdf


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

京都大学大学院　工学研究科　准教授　須崎純一

近年、都市域の中でも密集市街地において、地震・火

災を含む災害シミュレーション、景観保全の解析などの

目的のために建造物の三次元モデルへの注目が高まって

いる。三次元モデリングのための既存の計測手法として

は、航空写真、航空機LiDAR、地上型LiDAR、近接写

真測量が挙げられる。地上からの計測では屋根面の計測

が困難になるが、人間の視点から見た効果的なモデリン

グが得られる。特に地上写真測量は、機器が非常に安価

で可搬性に富み、モデリングの際に必要となるテクス

チャを得られるという利点を有する。

しかしながら、密集市街地では交通量が多く、道幅が

狭いなど観測条件が悪いことが制約になっているため、

密集市街地を対象としたモデリングは手作業が中心にな

らざるを得ない。また計測の困難さに加え写真測量の後

処理においても、2枚のステレオ画像に共通に写ってい

るパスポイントの目視での抽出に多大な時間を要し、モ

デリングの大きな支障の一つといえる。

そこで本研究では、密集市街地における三次元建造物

モデリングへの応用を念頭に置いて、近接写真測量のパ

スポイントの自動抽出、およびステレオ画像を用いた3

次元モデリングのための建物平面の自動抽出手法の構築

を目的とした。

まず第1の課題として、密集市街地の建物モデリング

を想定した近接写真測量の効率化としてパスポイント選

択過程の自動化に取り組んだ。計測対象として、歴史的

に価値の高い木造建造物が多く存在し、防災・景観分野

で3次元モデル化の需要があると考えられる高台寺周辺

の建造物群を選択し、民生用のデジタルカメラを用いて

19枚の連続画像を撮影した。パスポイント自動取得の主

な流れとしては、SIFTを用いて対応点探索を行った後、

対応点の画像上の移動距離を限定する前処理および

RANSACによる相互標定要素の推定により、誤抽出を

除去した。それでもエピポーラ線上にあり除去できな

かった誤抽出を除去するために、画像上の移動距離dに

着目し、RANSAC過程の前処理としてdが一定の範囲に

無い点を除去することで、誤抽出を完全に除去すること

が出来た。本研究で提案した画像上の移動距離を用いた

手法により、パスポイントの3次元座標を用いた効率的

なモデリングを行うことが出来ると考えられる。本研究

の課題として、得られた結果のモデリング過程の自動化

への活用が挙げられる。

それを受けて、第2の課題であるテレオ画像を用いた3

次元モデリングのための建物平面の自動抽出手法に取り

組んだ。本研究の提案手法では、画像の持つRGB輝度

値の情報と、隣接画像間におけるオーバーラップ、また、

実物と画像間で成り立つ共線条件を利用した。京都の高

台寺周辺の建物群を対象に検証を行ったところ、窓や扉、

看板、板壁、庇などの建物壁面を構成する一定面積を有

する平面に対しては、ほぼ全て抽出できた。ここから、

密集地域における効率のよい3次元モデリングのための

足掛かりになると考えられる。しかしながら抽出精度は、

明瞭に抽出されたステレオペアにおける結果であっても

20cmを超えた。誤差10cm以内を目標に設定し、今後は

精度向上のための改善を加えていく予定である。

本研究の応用事例としては、密集市街地において低コ

ストで簡便な近接写真測量を行い、提案手法を適用する

ことで、計測を通じて、災害等における建物群の被害状

況の定量的な把握や、通常時の建物群のモデリングの支

援、建物モデルを活用した災害・景観シミュレーション

が考えられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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
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地方便り

東北地方センターは、東北六県の227市町村を担当地

域として、コリンズ・テクリス関連の業務、電子入札コ

アシステム会議、RCCM講習会等を実施しております。

　今回は、平成25年度の主な活動予定と、3月にセンター

が移転しまししたので紹介をします。

■平成25年度の主な活動予定
①【コリンズ・テクリス】
〔コリンズ〕

◇検索システムの利用状況及び登録義務付け状況

検索システムは、JCISと併せて平成25年4月現在、県・

政令都市で100%、市町村で約29%、自治体全体で約31%

の発注機関で利活用されております。

また、登録の義務付は、検索システムの約3倍で、自

治体全体で約93%となっております。

〔テクリス〕

◇検索システムの利用状況及び登録義務付け状況

　検索システムは、平成25年4月現在、県・政令都市で

100%、市町村関係で約11%、自治体全体で13%の発注機

関で利活用されております。

また、登録の義務付けは、コリンズと同様に検索シス

テムの約3倍で、自治体全体で約46%となっております。

本年度は、発注者の皆様に検索システムのさらなるご

利用と、登録義務付けをお願いしたいと思っております。

②【Photg-CAD講習会】
Photg-CAD（災害査定申請の支援ツール）は、本年

末まで測量会社等に無償でお貸しする予定です。

そのための講習会を、今後、各県及び各県の測量設計

業協会等と調整し、開催したいと考えております。

③【東北地方コアシステムブロック連絡会議】
本年も7月下旬に仙台市において、電子入札コアシス

テムをご利用いただいている発注機関と、情報交換をす

る予定です。会場は、東北地方センターが入居しているビ

ルの5階の安全教育センター会議室を予定しております。

④【RCCM資格試験受験準備講習会の開催】
7月23日に仙台市で開催を予定しております。

本年度の受講者の募集人員は、昨年より10名少ない約

230名ですので、早めに応募してください。

⑤【積算システム説明会等】
◇宮城県建設センター主催による操作研修会

去る5月7～10日の4日間、公益社団法人宮城県建設セ

ンター主催で宮城県市町村職員を対象に「土木積算シス

テム（JACIC）初級操作研修会」が開催されました。今

年度からシステムが本格運用することもあり、受講者の

皆様はJACIC本部の講師の説明を真剣に聴講しておられ

ました。

�

◇�施工パッケージ型の土木積算システムについても、必

要に応じて開催する予定です。

⑥【EE東北’13に出展」】
◇本年もJACICは、後援するとともに、Photg-CAD、

建設副産物・発生土交換システム、及びCIMを出展（予

定ブースＡ－56）します。

・開催日　　平成25年6月5日（水）、6日（木）

・開催場所　夢メッセ宮城

　　　　　　（仙台市宮城野区港3丁目1-7）

■�3月7日に東北地方センターが移転しましたので、お
知らせします。　

①新住所
〒980-0011　仙台市青葉区上杉三丁目3-21

　　　　　　上杉NSビル6階

②案内図は次の東北地方センターHPをご覧ください。
http://www.jacic.or.jp/locality/touhoku/

③連絡先
TEL：022-217-3231（※）　FAX：022-223-9673

E-mail：tohoku@jacic.or.jp
（※）コリンズテクリスの問い合わせ以外の電話番号です。

（東北センター長　葛西敏彦）

東北地方センターの活動報告

http://www.jacic.or.jp/locality/touhoku/
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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

システム
共通

電子入札システムで利用可能な
OS、ブラウザ等を教えてくだ
さい

国土交通省電子入札システムを利用可能なOS・ブラウザ等の組み合わせは下表の「●」印
の通りです。

※1�Windows�XP�Professional�SP3,�Windows�XP�Home�Edition�SP3
※2�Windows�Vista�Business�SP2,�Windows�Vista�Home�Premium�SP2
※3�Windows�7�Professional,�Windows�7�Home�Premium
※4�Windows�7�Professional�SP1,�Windows�7�Home�Premium�SP1
※5�64bit版のIE及びJREは対象外となります
上記のほか入札専用ソフトが必要になります。入札専用ソフトの対応状況については各認証
局にお問い合せ下さい。
詳細についてはe-BISCセンターホームページの「電子入札稼働環境」（http://www.e-bisc.
go.jp/environment.html）をご確認ください。

国土交通省電子入札

JACIC便り

JACICホームページの「建設総合案内所」
JACICのホームページの中には、「建設総合案内所」
というコーナーがあります。これは建設分野のポータル
サイトを目指して作成されたもので、「測量」「土木施工
法」「建設行政」「建設団体」「書籍」など22の分野にお
ける、7000以上のサイトのURLが集められています。
http://www.jacic.or.jp/portal/　
毎月少しずつ新しいサイトも加えられておりまして、
その期間のアクセスランキングも掲載しております。是
非一度ご覧になって下さい。

　　　　　　（広報グループ長　河内康）

OS ブラウザ
Java実行環境（JRE）32bit版（※5）

6.0
_03

6.0
_07

6.0
_17

6.0
_29

6.0
_41

7.0
_15

Windows�XP�SP3
（32bit版）（※1）

IE�6.0�SP3 ● ● ●
IE�7 ● ● ● ● ● ●
IE�8 ● ● ● ●

Windows�Vista�SP2
（32bit版）（※2）

IE�7 ● ● ● ● ● ●
IE�8 ● ● ● ●

Windows�7�SPなし
（32bit版）（※3）� IE�8 ● ●

Windows�7�SP1
（32bit版/64bit版）（※4）

IE�8�（32bit版）（※5） ● ● ●
IE�9�（32bit版）（※5） ● ● ●

http://www.jacic.or.jp/portal/
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