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新たな社会基盤情報標準化委員会の取り組み
～2013年度 小委員会検討テーマの決定～

ニュースと解説

　第27回 社会基盤情報標準化委員会（委員長：柴崎亮
介 東京大学空間情報科学研究センター教授、事務局：
JACIC）が2013年10月22日（火）に開催され、2013年度
の小委員会検討テーマが決定されました。

1.　新たな取り組みの背景
　近年、標準化委員会に対しては、CIMやオープンデー
タ等の新しい社会情勢への機動的な対応が期待されるよ
うになり、他方、これまでに策定した技術標準の更新や
蓄積されたデータの利活用促進の必要性が高まるなど、
広範囲にわたるテーマへの取り組みが望まれるようにな
りました。

　そこで、これらの要請に応えるべく標準化委員会では
2013年より実施体制を一新し、「建設情報に係る標準化
ビジョン」の趣旨に則った小委員会検討テーマを公募し、
小委員会構成を再編成することとなりました。

2.　2013年度 小委員会検討テーマの決定
　2013年度小委員会検討テーマの公募期間に応募があっ
た申請書類を対象に、委員会にて審議を行い、2013年度
における小委員会検討テーマを5件選定しました。
　選定結果の詳細については、表1を参照下さい。
　今後、小委員会検討テーマ毎に、小委員会を設置し、
検討を進めてまいります。

表1　2013年度における小委員会検討テーマ一覧

（研究開発部　研究員　原佑太郎）

小委員会検討テーマ 小委員長 期間 活動方針

地質地盤情報の流通と利活用促進
のためのボーリング柱状図作成方
法の標準化

福江正治
（東海大学） 2年

ボーリング柱状図作成要領（案）の発行年次が古く、JIS規格やJGS基準との
不整合が存在するため、デジタル写真に関する規定の追加や、国際標準への
対応などを図り、データ流通基盤構築と統合的利用環境創出に資するための
検討を行う。

CIMにおける情報共有技術と標準 古屋　弘
（大林組） 2年

CIM分野における異なるソフトウェア間での3次元データモデルの共有化につ
いて検討する。buildingSMARTのOpenINFRA部会で取り組まれている社会
基盤におけるプロダクトモデルの国際標準化に対して、日本案をIFC、IDM、
MVD等へ反映させることを目指す。

電子納品データのサステナブルな
流通環境の整備・実証

関本義秀
（東京大学） 1年

国や自治体が行っている電子納品成果の登録・蓄積・利用に関わるサステナ
ブルな運用モデルを検討する。既往の研究成果を基に、低コストで運用可能
な電子納品のクラウドプラットフォームを実証する。

地形を対象とした3次元製図基準
の検討

窪田　諭
（関西大学） 1年

地形の3次元データを取得・整備し、円滑に流通する環境を構築することを目
的として、3次元の図形の描き方を定義する「地形を対象とした3次元製図基準」
について検討する。また、3次元製図を定義し、3次元図形の描き方の共通事
項と地形特有の事項を整理する。

地方自治体の社会資本維持管理と
電子データベース運用の実践

那須清吾
（高知工科大学） 2年

道路アセットマネジメントシステムが構築されている高知県を地方自治体の
モデルケースとして、社会資本整備に関する情報の電子DB化やGIS上での運
用システムの構築など、先進事例としての電子情報に基づく維持管理システ
ムの具体的な運用を実現する。

○　標準化委員会ホームページ：http://www.jacic.or.jp/hyojun/

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


- 2 -

2013.11月号

JACIC便り

第15回建設情報研究所研究発表会・第11回研究助成事業報告会の開催案内
　JACICは、平成25年11月14日（木）に、港区の乃木會館において、建設情報研究所研究発表会および研究助成事業報
告会を以下のプログラムで同日開催します。

　現在、下記ホームページにて参加者を募集しております。
　http://www.jacic.or.jp/seminar/kennkyuukai2013.html
　参加無料定員150名です。
　午後のプログラム終了後に、「意見交換会」を開催します。参加費2,000円ですが、今年から誰でも参加できる形式に
なりました。同じホームページで受付しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（経営企画部　次長　河内康）

第15回建設情報研究所　研究発表会　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙）

10：00 開会挨拶 理事長 門松　　武
発表時間 研究テーマ 研究報告者
10：05 JACIC 建設情報研究所の研究動向 理事 坪香　　伸10：25
10：25 コリンズ・テクリスが示す平均請負金額の動向 建設情報研究所　首席研究員 鈴木　興道10：45
10：45 米国における CIM/BIM の取組 研究開発部　主任研究員 影山　輝彰11：05
11：05 社会基盤標準化委員会における 2013 年度の実施活動について 研究開発部　研究員 原　祐太郎11：25
11：25 Photog-CAD の普及と今後の展開について システムエンジニアリング部

主任研究員 宮本　勝則11：45
11：45 地方自治体向け積算システムの最近の動向～施工パッケージ型積

算方式の実装など～ 積算システムセンター　主任研究員 芦澤　潤一12：05
12：05 国際会議 ICCBEI への参画 システムエンジアリング部　部長

国際プロジェクトチームリーダー 海津　　優12：25
12：25 閉会挨拶 理　事 有木　久和

第11回研究助成事業成果報告会
13：30 開会挨拶 理事長 門松　　武

発表時間 研究テーマ 研究報告者
13：35 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 宮城大学　事業構想学部　助教 物部寛太郎14：00
14：00 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
公益社団法人　土木学会情報技術委員会
情報共有技術小委員会 佐藤　　郁14：25

14：25 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 阪南大学　経営情報学部　教授 北川　悦司14：50
14：50 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
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 竹田　正彦15：15

15：15 休息（20 分）15：35
15：35 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
豊橋技術科学大学　
建築・都市システム学系　助教 松尾幸二郎16：00

16：00 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 香川大学　工学部　准教授 山中　　稔16：25
16：25 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 東京大学生産技術研究所　准教授 関本　義秀16：50
16：50 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
東京農業大学　地域環境科学部
造園科学科　教授 山崎　元也17：15

17：15 閉会挨拶 理　事 坪香　理事
17：20 終了
17：40 意見交換会

http://www.jacic.or.jp/seminar/kennkyuukai2013.html
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コリンズ登録から見る除染関係工事の動向について
１　概要
　平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震で発生した
地震及び津波により、東京電力福島第一原発が被災し、
原子力発電所建屋の水素爆発等の事故により、大量の放
射性物質が環境中に飛散しました。
　その後、これら放射性物質を取り除くため福島県を中
心に、除染関係の工事が多く発注され、それらの工事が
コリンズに登録されたことにより、コリンズの登録実績
から除染工事の実情を知ることができます。
　除染関係の実績は、コリンズ検索システムのフリー
キーワード検索機能により、「除染」、「汚染」、「放射能」、
「放射性」、「放射線」、「表土」等のキーワードを含む工
事を抽出し、抽出されたデータから目視により除染関係
の工事を選別することにより、求めます。

２　コリンズ登録から見る除染関係工事の特徴
　コリンズ登録から見る除染関係工事の特徴は以下のと
おりです。
1）�コリンズ登録から見ると、除染関係でコリンズに登
録しているのは表-1の8県のみとなっています。

2）�平成25年10月3日までの総登録件数は約800件、総発
注金額は4240億円となっています。

3）�発注件数を県別に見ると、福島282件、千葉246件、
栃木145件と続き、この3県で全体の84%を占めてい
ます。

4）�また、発注金額を県別に見ると、福島県が4069億円
で全体の96％を占めています。

5）�環境省が福島県において、契約金額が500億円を超え
る除染工事を平成25年3月及び8月に発注しているが、
それがグラフに現れています。

３　除染関係工事をコリンズ登録から見ることの限界
　しかしながらコリンズデータの分析でも以下の限界が
あります。
1）�工事件名、工事概要に上記の文字列を含まないと抽
出されないこと

2）�除染関係の工事を人間の目により抽出するため、精
度に限界があること

3）�除染工事のすべてが、コリンズに登録されている訳
ではないこと

項目 岩手 宮城 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 合計
登録件数（件） 32 4 282 73 145 14 2 246 798
発注金額（億円） 13 1 4069 14 81 2 2 54 4236

表-1　除染関係県別コリンズ登録状況（平成25年10月3日時点）

県別除染関係登録件数累計 県別除染関係発注金額累計

（コリンズ・テクリスセンター　主任研究員　齋藤博明）
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1.　はじめに
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。ここでは、技術検討会メンバー、WGメンバー、
CIM制度検討会事務局（国土交通省技術調査課）、オブ
ザーバー（国土交通省公共事業企画調整課、国土技術政
策総合研究所、国土地理院、土木研究所）の出席により
平成25年8月30日に開催された第5回検討会の概要を紹介
します。

2.　平成25年度のCIM技術検討会の活動方針について
WG事務局より、平成25年6月14日に開催したCIM技
術検討会合同WG、8月6日に開催した作業WGでの議論
を踏まえ、平成25年度の活動方針として、制度検討会・
試行業務の動向も踏まえて技術検討会を開催していくこ
と、検討課題に応じた調査や検討の深化は作業チーム・
ミーティング単位で任意参加により随時実施するものと
し、WG等で報告し情報共有により共通認識化を図る方
針が合意されたこと等を報告しました。
また、国土交通省に設置された「社会資本老朽化対策
会議」について、その背景や検討事項を紹介するととも
に、「点検・診断技術の開発・導入」、「モニタリングシ
ステムの開発」「維持管理情報のプラットフォームの構
築」等、CIMと関連する事項も多いことから、今後とも
情報連携を図っていく方針が確認されました。さらに、
維持管理におけるCIMの検討のあり方について、新規の
設計施工から3Dの検討を軸にするのみならず、既存の
2DのICT化についても一環として取り組む必要性が指
摘されるとともに、センサや計測技術の利活用による３
Ｄモデル化計測などの事例について、センサ利用小委員
会、次世代センサ協議会との連携により情報収集を図っ
ていく方針が確認されました。
次に、平成25年度活動方針として、表-1に示す重点検
討項目および目標が了承されました。
各関係機関からの情報提供として、土木学会土木情報
学委員会・国土基盤モデル小委員会・ICT施工研究小委
員会から、平成25年7月5日～12月9日まで全国9都市にお
いて「CIM」に関する講演会を順次開催中であることが
報告されました。また、（一財）経済調査会から、平成
25年4月30日に公表したCIM技術検討会中間報告が書籍
（非売品）ならびに電子書籍版の配信が開始されたこと
が報告されました。さらに、JACICより、これまで地理
情報システム（GIS）ソフトウェア及び地図データを俯
瞰できる総合的な資料として毎年刊行してきた「GIS

データブックについて」、さらに対象分野を広げてCIM
に関連する商品の紹介も含めた「CIM・GISのための
ショーウィンドー（仮称）」とし、原稿募集を開始する
ことが報告されました。

3.　国土交通省におけるCIMの取り組みについて
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、その概要をご紹介いただくとともに、業務説明、
設計照査や構造物設計の干渉チェック等に効果があった
との評価があった反面、作図・図面修正の効率化・省力
化、自動積算、地盤・測量データ確認等の評価が低かっ
たことをご紹介いただきました。
また、平成25年度の試行については、表-2のように、
調査・設計業務での試行拡大をはじめ、モデル工事（指
定工事）での試行着手や一般工事（希望工事）でのCIM
活用の検証を進める方針が示されました。
さらに、平成25年度の制度検討について、
①設計段階でのCIM構築・納品レベルの検討
　効率化に資する3Dモデルの設計範囲や納品基準
②数量算出方法の確認と算出要領の改訂
　現行ソフトの数量算出方法の確認と要領の見直し
③工事契約図書としてのCIMモデルの取り扱い検討
等に取り組むほか、情報化施工のさらなる推進につい
てご紹介いただきました。
これに対し、維持管理に向けた属性データのオーバー
スペックの懸念、維持管理で定常的に整理する定型デー
タを必要時に取り出せるシステムの必要性、測量・地質
データの3D化についての課題等が指摘されました。

（研究開発部　グループ長　笛田俊治）

JACIC便り

第5回合同WG報告及びH25度の活動方針
■Ｈ25年度の活動方針（案）　　　.8.06作業WGにおいて、重点課題と目標の再整理

検討項目（重点）とH25目標
①.センサ等計測技術に関する情報収集、実モデルでの検討
H25目標 ・ センサ技術の開発動向、センシング技術の利活用事例調査（中間まとめ）

・「老朽化対策に資する新技術の活用等」に関連する動向調査（中間まとめ）
②.設計から施工へのデータの流れ（データ利活用のシナリオ検討）
H25目標 ・工事での設計データ利用シーンの事例検証による、制度改善の提案
③.維持管理でのCIMモデルデータ利活用検討
H25目標 ・ 維持管理へのデータモデル構築提案（中間まとめ）

・「老朽化対策に資する新技術の活用等」に関連する動向調査（中間まとめ）
④.施工現場に即した利活用の検討（実現場での調査による検討）
H25目標 ・ 現場CIMの実例調査まとめ（現地調査報告による具体事例の情報発信）

・ 情報化施工の適用事例と「情報化施工推進戦略」に関連する動向調
査（中間まとめ）

⑤.３次元モデルのソフト・ツールの開発、共有のあり方の動向等
H25目標 ・モデルパーツ類整備のあり方に関する検討、制度改善の提案
⑥.モデル事業に関する課題検討、効果検証
H25目標 ・ 上流段階からの試行、指定工事の試行、希望型試行工事の取り組み

状況を踏まえ、モデル事業のあり方（Ｈ26以降）に関する提案

CIMの動向（その４）
～第５回CIM技術検討会　開催報告～
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JACIC�news�9、10月号でPhotog-CADが災害現場で

利用されたケースについて報告しましたが、今回は無人

飛行体（UAV）にカメラを搭載して現場の斜め写真を

撮影してPhotog-CADで処理する試みについてご報告し

ます。

平成25年9月の台風18号は、紀伊半島の東海上を通り、

豊橋付近に上陸、山梨、福島などを通過して三陸沖に抜

けましたが、その間、各地に豪雨被害や竜巻などの突風

被害をもたらしました。この台風では、初めて豪雨特別

警報が出され、京都嵐山の渡月橋冠水の模様が繰り返し

テレビで放映されましたので記憶に新しいところである

と思います。この台風で被害を受けた京都府の南丹地域

の災害現場に10月1日から3日の間、近畿地方センターの

山本センター長と、本部から満田参事が現地に赴き、

Photog-CADを用いて災害調査の支援を行いました。個

別の被災区間が長いケースが多かったので、区分して撮

影して後でつなぐ等の工夫をしましたが、今回、株式会

社アスコの協力を得て、UAVから写真を撮るという試

みも行いました。

①なぜUAVだったのか

UAVでの撮影には、以下のような利点があります。

・�狭い場所でも飛行体で距離をとって撮影することで、

分割数を少なくして効率的に処理できます。

・�適切な撮影場所が立ち入り困難な場合でも空中からな

ら撮影が可能な場合が多くあります。

・�危険なところへの立ち入りを最小限にとどめることが

でき、安全性の点でも効果があります。

②撮影とデータ処理

UAVによる撮影はアスコの皆さんに行っていただき、

JACIC職員がデータ処理を行いました。今回の作業に用

いたUAVはアスコ所有の次の写真のようなもので、6つ

のローターを持ち、カメラは中心部下部に取り付けられ

ています。ななめ上方から見下ろして撮影することで、

80mにわたる被災個所でしたが分割数を小さくして効率

的に処理することができたほか、川を渡って対岸へいく

などの時として危険な作業を行わずに済みました。

3方向から全体が写っている写真が取れさえすれば、

空中からの撮影でも設計書を作成することが実証できま

した。このようなPhotog-CADの利用方法は、安全と効

率のために有効ですね。

（近畿地方センター　山本剛、

システムエンジニアリング部　海津優　満田広司）

無人飛行体による撮影のPhotog-CADへの応用
JACIC便り

無人飛行体

空中から撮影した被災個所

作成された設計書
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1.　はじめに
　情報セキュリティにおける脅威を第1回から6回まで述
べてきました。
　今回は、基本に立ち返りコンピュータウイルスの種類
とそれらコンピュータウイルスの脅威について、説明し
ます。

2.　コンピュータウイルスの種類
　コンピュータウイルスは、大別すると、時限爆弾型、
内部情報を探り出し外部に漏洩させるスパイ型、自己増
殖をして他のPCに対しても感染する自己増殖型、PCを
遠隔操作して、悪意のある者のロボットにしてしまうも
の等があります。以下に主要なコンピュータウイルスの
説明をします。
（1）トロイの木馬（時限爆弾型ウイルス）
　トロイの木馬は、役に立つプログラムに見せかけて配
布され、実は不正を働くプログラムです。またWeb上
からダウンロードされるケースが多く、ブラウザのガー
ドが甘い部分を悪用して自動でインストールされてしま
う場合があります。そして、トロイの木馬自身に設定さ
れた時刻に起動します。
　症状としては、ファイルの破壊、ファイルの自動送信、
ネットワークを介して、パスワードなど重要な情報を盗
んだりします。

（2）スパイウエアー（スパイ型ウイルス）
　スパイウエアーは、利用者や管理者の意図に反してイ
ンストールされ、利用者の個人情報やアクセス履歴など
の情報を収集するプログラムと定義されています。
　感染経路は、Webからの安易なフリーソフトウェア
のダウンロード、ウイルスメールの添付ファイルの実行、
ウイルス感染したUSBメモリの実行等です。
　症状としては、特定の外部PCへ
自動的に情報を送信したり、ブラウ
ザを乗っ取って、悪意のあるサイト
に誘引したりします。
�

（3）ワーム（自己増殖型ウイルス）
　ワームとは、自身を複製して他のシステムに拡散する
性質を持ったウイルスであり、独自のプログラムで作成
され、宿主となるファイルを必要としない、といった独
特な性質を持ちます。
　通常、感染経路としてネットワークを介して自身で他
のシステムに侵入します。症状としては、情報の漏洩、
データファイルの破壊を行います。

（4）ボット（遠隔走査型ウイルス）
　ボットとは、コンピュータウイルスの一種で、コン
ピュータに感染し、そのコンピュータを、ネットワーク
（インターネット）を通じて外部から操ることを目的と
して作成されたプログラムです。
　感染経路は、スパイウエアーと類似しています。
　ボットは、コンピュータを外部から操ることが目的で
す。ボットに感染すると、ボットネットワーク（数百～
数千・数万になる場合もある）に組
み込まれ、特定サイトへの「DDoS
攻撃」に利用されたり、「フィッシ
ング詐欺」に利用されたりし、知ら
ないうちに犯罪に加担してしまう可
能性があります。
�
3.　JACIC においてのコンピュータウイルス対策
・�ウイルス対策ソフトのパターンファイルをいつも最新
にしています。
・�万が一感染したとき素早い対応を取り、感染の拡大を
防ぐための、ウイルス感染時対応手順を作成していま
す。
・�セキュリティ教育において、発信元の不明なメールの
閲覧や、添付ファイルや埋め込まれたリンクを不用意
に開かない等について啓発しています。

参考文献：「IPA（独立行政法人　情報処理推進機構）」
　　　　　「対策のしおり」より

（システムエンジニアリング部　参事　三宅基裕）

JACIC便り

情報セキュリティへの脅威（7）
～コンピュータウイルスの種類とその脅威～
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地方便り
九州地方センター活動報告 

　九州地方センターは九州・沖縄8県を担当地域として、
コリンズ・テクリスを始め、土木積算システム、電子入
札コアシステム、建設副産物・発生土、Photog-CAD、
調査受託業務の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（市町村導入状況）
□コリンズ検索システムの利用状況
　平成25年10月現在、九州の全274市町村のうち、約
44％（うち村と離島を除くと約53％）でweb版の検索シ
ステムが利用されています。その内訳は政令市を除く市
レベルで69％、町レベルで26％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10月現在、九州の市町村26％（うち村と離島
を除くと約33％）でweb版の検索システムを利用されて
います。その内訳は政令市を除く市レベルで約43％、町
レベルが15％となっています。

■Photog-CAD（災害復旧効率化支援システム）
□熊本市（導入者）へ第2回目の講習会を開催
　平成25年5月31日（金）に熊本市の災害担当者（現場
技術者）向けの講習会を開催しました。
　内容は、Photog-CADの概要・写真撮影技法の説明・
模擬現地調査及び撮影・演習（Photog-CADのインストー
ル・3Dモデル作成・横断図の作成・査定設計書/野帳の
作成・容量計算）と全ての基本操作を説明しました。
　第2回目ということで現地撮影実習等はスムーズに進
み、パソコンを使っての実習も中身の濃い内容で充実し
た講習会であったと思います。

■電子入札コアシステム
□�平成25年度第1回電子入札コアシステムユーザ会議
（九州ブロック）を開催（参加は、17団体、37名）

　議題は、ユーザー間の情報交換（事前アンケート結果
の報告・本システムの更新に際しての参加団体からの報
告等）・電子入札コアシステム関連情報の提供及び商標
登記認証に関する報告等を行いました。
　なお、今回の話題としては、自前でシステム構築して
いた団体が、更新時はASP方式の運用に変更され、経費
等を削減されている団体が増えてきていることでした。

■「RCCM資格試験受験準備講習会」の開催
　平成25年7月25日（火）沖縄産業支援センターと7月30
日（金）JR九州ホールの2箇所で開催しました。
　沖縄会場は約100名、福岡会場は約300名の人が参加し
ました。
　内容は、官講師が建設コンサルタント業務とその管理

（契約関係）を民講師が資格制度の概要と建設コンサル
タントの課題・JACICでRCCM資格試験受験準備につい
ての説明を行い、皆様真剣に取り組んでいました。

■JACICセミナー開催
　平成25年9月6日（金）福岡国際会議場で「建設情報分
野の新しい動き」と題してセミナーを開催しました。
　150名の定員に対して、当日は官公庁やコンサル等122
名の方が参加されました。
　内容は、国土交通省におけるCIMの取り組み・地方自
治体電子納品のモデル・災害査定申請の支援ツール
Photog－CADの概説・Photog－CADの利活用・「施工
パッケージ型積算方式」の概要とJACICの導入支援の取
り組みを説明しました。

 
■「土木の日ファミリフェスタ2013」
　平成25年10月20日（日）に海の中道海浜公園で「土木
の日ファミリフェスタ2013」が開催され体験版電子入札
システムを出展しました。

■「九州建設技術フォーラム2013 in 福岡」
　平成25年10月28日（月）～29日（火）に福岡国際会議
場で「九州建設技術フォーラム2013 in 福岡」が開催さ
れ「Photog-CAD」、「建設副産物・建設発生土情報交換
システム」及び「施工パッケージ型積算システム」の出
展と「建設副産物・建設発生土情報交換システム」のプ
レゼンテーションを行いました。
　なお、出展の詳細は次のニュースで紹介します。

　　　　　　　（九州地方センター長　日吉信介）

コアシステムユーザー会議

セミナー会場
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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わ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

申請書等や入札書に添付する
ファイルの容量が大きい場合
に注意することはありますか。

申請書等や入札書に大容量のファイルを添付する場合は以下の2点にご注意ください。
1）添付可能なファイル容量について
　申請書等では、添付ファイル（参加申請資料、技術提案書等）の合計容量が調達案件概要
画面の「添付資料容量」に指定されている容量（1MBまたは3MB）を超えないようにする
必要があります。
　入札書では、添付ファイル（工事費内訳書、提案内容）の合計容量が3MBを超えないよ
うにする必要があります。
2）提出操作時のエラー事象について
　2MBを超えるファイルを添付する際、端末環境によってはJREが確保するメモリが不足し
て実行エラーが発生する場合があります。当該エラーはJREオプションの設定追加にて解決
可能ですので、予め設定しておくことをお勧めします。設定方法についてはe-BISCセンター
ホームページに掲載の資料「大容量ファイルが添付不可となる場合の追加設定について」を
ご確認ください。（参照先URL　http://www.e-bisc.go.jp/pdf/javamemory.pdf）

なお、申請書等や入札書を提出する際には電子入札システム（サーバ）においてサーバ混雑
状況の確認が行われます。混雑の度合いによっては申請書等や入札書の受付ができない場合
がありますので、締切日時に対して十分余裕をもった提出をお勧めします。

国土交通省電子入札

国際会議ICCBEI2013の中で
「JACICセッション」開催、参加者を募集（参加費無料）

　土木学会土木情報学委員会とAGCEI（アジア土木情
報学グループ）が主催する第1回ICCBEI国際会議は、東
京国際交流館にて11月7日・8日で開催されます。オープ
ニングの国土交通省顧問佐藤直良氏の基調講演に続き、
JACICでは「JACICセッション」を開催します。
　国土交通省が本格的に取り組み始めたCIMを海外に紹
介するとともに、海外での最新情報を共有することを目
的に、パネル・ディスカッションを実施する予定です。
　JACICセッションは、基調講演とともに、学会参加者
だけでなく、一般の聴講（無料）もできることになりま
した。
　詳細・申込は以下のサイトまでお願いします。　
http://www.jacic.or.jp/jseminar/201311.html
　会議は英語が基本ですが、基調講演とJACICセッショ
ンには同時通訳がはいります。また土木学会CPD対象
になります。

※ICCBEI参照サイト　http://www.iccbei.com/　

　　　　　　　（広報グループ長　河内康）

日時：11 月 7 日（金）9：30 ～ 12：30
場所：東京国際交流館　プラザ平成３Ｆ
1.　開会セレモニー
2.　基調講演　佐藤直良　国土交通省顧問　
3.　JACIC セッション（パネルデスカッション）
　��テーマ �「日本における CIMの動向と国際協調によるプ

ロダクトモデルの構築」
　座　　　長：矢吹信喜　大阪大学大学院教授
　パネリスト：高村裕平　�国土交通省技術調査課建設シ

ステム管理企画室長
　　　　　　　山下純一　IAI 日本代表理事　
　　　　　　　坪香　伸　JACIC　理事　　
　　　　　　　クリストフ ･カスタン　OpenInfra 代表
　　　　　　　謝　尚賢　国立台湾大学　教授

http://www.jacic.or.jp/jseminar/201311.html
http://www.iccbei.com/
http://www.e-bisc.go.jp/
http://www.e-bisc.go.jp/pdf/javamemory.pdf
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