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電子入札コアシステムにおける、暗号アルゴリズム移行への対応
政府機関の暗号アルゴリズムに係る移行指針を受けて、より安全な暗号方式への移行を行います。

ニュースと解説

1.　電子入札と電子入札コアシステム
電子入札とは、これまで発注機関に赴き、紙により行っ
ていた入札情報の入手から開札までの一連の行為を、イ
ンターネットを利用して電子的に実施する仕組みです。
移動コストや事務処理コストの縮減に効果があります。
JACICでは、電子入札コアシステム開発コンソーシア
ムを組織し、仕様検討に基づき電子入札コアシステムを
開発し、多くの公共団体に提供して参りました。現時点
では、国、都道府県、市町村、独法など計542団体で利
用されています。

2.　電子認証と暗号アルゴリズム
従来の紙入札では、入札参加者が発注者の入札室に集
まり、その場で委任状や身分証明書を確認することに
よって入札権限の確認を行ってきました。ところが、電
子入札ではインターネットを通じて互いに顔の見えない
ところから入札を行うため、通信相手が本人であること
の確認ができません。「なりすまし・事後否認」「盗聴」「改
ざん」といった、インターネットを用いることによって
高くなるリスクに対処する必要があります。このような
リスクに対処するため、電子文書に対する暗号・複号と
作成者を特定するための電子署名の技術を利用して、電
子認証を実現しています。
1）　暗号・複号
暗号・複号には、公開鍵暗号方式（公開鍵と秘密鍵の
ペアを作成し、一方の鍵で暗号化し他方の鍵で複号しま
す。RSAと呼ばれる暗号アルゴリズムを使用し、鍵の
長さを1024ビットとしています）を採用しています。
2）　電子署名
電子署名には、ハッシュ関数（与えられたデータから
固定ビット長の値を生成する関数。一方向性及び衝突困
難性の両性質を持ちます。SHA-1と呼ばれる暗号アルゴ
リズムを使用し、与えられたデータから160ビットの値
を生成します）を使用してハッシュ値を作成し、秘密鍵
により暗号化する方式を採用しています。署名検証する
場合は、ペアの公開鍵で複号し、元データから同じハッ
シュ値が生成されることを確認することで、「本人確認」
と「改ざん」防止を実現しています。

3.　対応する認証基盤
電子入札コアシステムでは、GPKI（政府認証基盤）、
LGPKI（地方公共団体組織認証基盤）、電子認証登記所
（商業登記認証局）及び民間認証局から発行された電子
証明書を使用することができます。

4.　政府機関の暗号アルゴリズムに係る移行指針
情報セキュリティ政策会議（平成20年4月22日）にて、
現在電子署名等のために広く使われている暗号方式の安
全性低下（概ね2015（平成27年）以降には、世界最高速
のスーパーコンピュータで1年以内の解読が可能となる）
が指摘され、より安全な暗号方式への移行が必要である
ことから、「政府機関の情報システムにおいて使用され
ている暗号アルゴリズムSHA-1及びRSA1024に係る移行
指針」が策定されました。

表-1　より安全な暗号アルゴリズム
現行暗号アルゴリズム
（安全性の低下を指摘）

新しい暗号アルゴリズム
（より安全な暗号方式）

SHA-1 及び RSA1024 SHA-256 及び RSA2048

その後、情報セキュリティ対策推進会議（平成24年10
月26日）にて、GPKI及び電子認証登記所における新た
な暗号方式による目安となる時期が示されました。

表-2　�GPKI及び電子認証登記所における、新たな暗号
方式による電子証明書の発行開始・終了時期

開始/終了 時期
新たな暗号方式に
よる電子証明書の
発行開始時期

2014（平成26）年9月下旬以降、早
期に

従来の暗号方式に
よる電子証明書の
検証（有効性の確
認）終了時期

「2015（平成27）年度末までに」た
だし、発行済み電子証明書の有効期
間が残存し、やむを得ない場合は、
「2019（平成31）年度末まで」可

LGPKIや民間認証局においても、GPKIと同期をとっ
て、新暗号に移行すると思われます。

5.　暗号アルゴリズム移行に向けたJACICの対応
JACICでは、暗号アルゴリズム移行に向けた対応とし
て、平成25年度早期に暗号アルゴリズム移行対応モ
ジュール及びLGPKI専用クライアントソフトのリリー
スを予定しています（民間認証局専用クライアントソフ
トについては、平成25年度早期から順次、各民間認証局
からリリースされるようです）。また、平成25年度上期
にコアシステムv5.3（暗号アルゴリズム移行対応済み）
のリリースを予定しています。
JACICでは、電子入札の運用への影響を最小限にする
ため、引き続き、情報収集と関係者への情報提供に努め
て参ります。

（研究開発部　主任研究員　石渡　啓晋）
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1.　はじめに
平成24年6月から、JACICの組織が改編され「システ

ム事業部門」の中に職員5名（併任4名）による顧客対応

室が新設されました。

ここでは、顧客対応室の業務概要を紹介します。

2.　顧客対応室の業務
2.1　お客様からの問い合わせ内容の情報分析

システム事業部門には、お客様に提供しているシステ

ムとして「積算システム」「コリンズ・テクリスシステム」

「入札情報サービス」「電子入札システムの運用支援」「建

設副産物・発生土情報交換システム」等があります。

各事業部門では日々たくさんのお客様からお問い合わ

せ・相談を受けており、これらの情報を運用業務・シス

テム改良に活かしております。

顧客対応室ではお客様からの各事業部門への問い合わ

せ・相談を横断的に情報分析し、お客様情報の一元管理

や、その成果を基に各部門のニーズに合った業務改善を

各部門に提案してまいります。

2.2　お客様の声の分析・改善提案
各事業部門に頂くご意見や「コリンズ・テクリス利用

者会議」でのご意見・要望のほかに、将来的にはお客様

の声をお聞きし、分析・改善提案を継続的に実施して、

事業・業務改善に役立てていきます。

3.　今後の業務の方向
改善の提案が、各センターの事業改善・業務改善、各

システム運用・改良、さらにはシステム利用者支援強化

（マニュアル、良くある質問、音声自動応答等の改善）、

広報普及活動などに反映させ、その効果としてJACIC全

事業の充実（サービス品質の向上、お客様満足度の向上、

お客様の信頼醸成）と、その結果をお客様へのフィード

バックに繋げてまいります。

4.　おわりに
顧客対応室は、まだ新設されたばかりですが、　まず、

システム事業部門の業務改善、システム運用・改良等に

役立つ情報分析による改善提案を目指しております。

また、顧客対応室では「お客様サービスセンター」と

して時代の変化、社会要請に応じた事業の充実化を図っ

てまいります。

（顧客対応室長　齋藤誠一）

顧客対応室
─  シリーズ　新組織（2）─
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「建設情報の有効利用のための人材運用システムの開発」
熊本大学大学院　自然科学研究科　教授　小林一郎

1.　はじめに
　本研究室では「意思決定の場」を構築するにはどのよ
うな機能が必要か、どのようなICT技術を用いることで
建設情報をライフサイクルの各段階で利用可能なシステ
ムとして実現できるかを論じてきた。それを基にWeb-
掲示板とWeb-GISで構成された「人材運用システム（併
用型）」を構築し、複数の事例で実証した。本報告書で
はこれらのシステムと事例を考察することで、「人材運
用システム（統合型）」を提案する。

2.　ICTにおける人材運用
2.1　建設情報の運用　
　建設CALS/ECの成果により情報の電子化は進んだも
のの、ライフサイクル全体を通したデータ運用はできて
いない。一方で、筆者らはCIMにおける重要性はモデリ
ングではなくマネジメントであると考える。そのために
は、人材運用システムとして意思決定場と情報共有場を
構築することが必要であり、次章以降でそれらの分析を
おこなう。

3.　人材運用システム
3.1　システムの構築
　分散した関係者間での情報運用を図るには、意思決定
場と、情報共有場を備えることが重要である。
3.2　Kolgの構築
　意思決定場であるKolgの主要機能を以下に列挙する。
　　①権限管理機能
　　②グループ管理機能
　　③資料閲覧機能
3.3　Midiの構築
　情報共有場であるMidiの主要機能を以下に列挙する
　　①階層管理機能
　　②ファイル・写真管理機能
　　③ライン管理機能

4.　実証事例
4.1　�新水前寺駅地区交通結節点改善事業（調査、設計

段階）
　都市内の駅周辺整備事業において実証した。対象地周
辺は主要幹線道路、市電、JR、民家等の複数の構造物
が存在し、それぞれで発注者が異なるため、事業全体の
把握は困難であった。そこで、事業関係者とKolg上で

協議し設計の変更をモデル空間に反映することで、各種
検討（①予備設計、②詳細設計、③施工計画、④サイン
計画）をおこなった。
4.2　曽木の滝分水路設計検討（設計段階）
　河川激甚災害対策特別緊急事業において実証した。激
特事業の一環であるため整備のスピードが求められがち
だが、本手法を用いることで、a）景観性、b）経済性、c）
機能性を考慮した設計をおこなった。
4.3　湯の浦川災害関連復旧工事（施工段階）
　災害関連事業において実証した。災害に伴う改良復旧
工事であったが作業所と現場が遠隔地であるため、現場
立ち会い・検査等が大きな問題であった。そこで、Web
出来型管理システムを構築することで、受発注者双方の
業務効率化を図った。
4.4　土砂災害防止区域指定
　近年の降雨状況の変化に伴い、各市町村等が行う避難
体制の整備や情報提供に適用した。公共事業予算削減に
対して導入コストを抑えた利用法を確立した。
4.5　維持管理業務
　自治体における維持管理業務に適用した。本研究で提
案するMidiは地図基盤によるデータベースであり、自治
体の電子データ管理体制の指標となることを示した。

5.　人材運用システム（統合型）にむけた考察
5.1　Kolgのまとめ
　Kolgの利点と課題について4章での実証事例を基に考
察し、まとめることで新システムでの要件はどのような
ものかを述べる。
5.2　人材運用システム（統合型）の構築について
　新システムで満たすべき要件と、運用面での想定され
る項目を列挙する。システムはあくまでツールであり、
最大限に生かすためには、人材のマネジメントが必要で
ある。今後の展望としては、構築したシステムの現場で
の利用を進めていきたい。

　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）

研究助成事業の成果の概要（1）
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使いやすさに配慮した図面位置管理システムの研究
─  シリーズ　自主研究（1）─

1.　はじめに

公共事業では電子データによる納品が推進されていま

す。図面の有効利用を促進するため、JACICでは東京大

学空間情報科学研究センターの有川正俊教授と共同で、

使いやすさに配慮した図面位置管理システムについて研

究しています。

この研究では、特定のスキルを持っていなくても、図

面を閲覧し、場所と結びつけて管理するための図面位置

管理システムLMD（Location Manager for Drawings）

を開発し（開発者：東京大学空間情報科学研究センター 

鍛治秀紀氏）、利用者の意見を取り入れながら改良を重

ねています。そして、情報ツールの使いやすさが利用者

の問題解決につながるか、データの見える化を促進する

か、ひいては建設関連業界全体に影響を与えうるかにつ

いて検証することを目的としています。

以下では、LMDの特徴的な機能をご紹介します。

2.　図面位置管理システムLMDの機能紹介

（1）図面のサムネイル表示

LMDの特徴の一つとして、図面のサムネイル表示が

あります。P21ファイルをアップロードする際に自動的

にサムネイル画像を生成することで、ファイルを実際に

開かなくても図面の絵柄を大雑把に確認することができ

ます。（図1）

（2）平面図と背景地図の重ね合わせ

平面図と背景地図の重ね合わせ機能も、利用者の意見

を取り入れて実現した注目すべき機能です。

平面図のデータに関連付けられた中心点の緯度経度情

報と、縮尺や用紙の大きさから地図上のサイズと位置を

計算し、図面の回転角をシステム上で入力することに

よって、電子地図上にほぼ重なる形で図面を表示するこ

とができるような機能を付けました。このような表示方

法は、図の周辺を含めた状況の把握に役立ち、直感的に

図面を正しく認識するための支援になると思われます。

（図2）

3.　最後に

これまでの簡単な利用者による評価では「機能が絞り

込まれていて使いやすい」「平面図を地図に合わせるの

が楽しい」など、好意的な意見が寄せられています。

今後はさらに利用者を増やしながら、使いやすさを評

価し、機能改善に役立てていく予定です。そして、“使

いやすさのメカニズム”を理解するための一助として本

研究が役立てば幸いです。

なお、LMDは現在まだ開発中の段階であり、最終的

に実装する機能の全貌や、研究成果の具体的な利用方法

については未定です。また、本研究で使用した図面は、

JACICが作成したサンプルデータです。

（研究開発部　研究員　清水知子）

図1　図面のサムネイル表示

図2　平面図と背景地図の重ね合わせ
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JACICホームページのWEBセミナー動画配信
JACICホームページでは、JACICが主催して行ってい

る「JACICセミナー」「研究発表会」「助成研究事業報告

会」などのセミナーイベントにおける各講師の講演内容

を動画で配信をしています。今回はこの「動画配信」を

もっと皆様に活用して頂けるように紹介させていただき

ます。

1.　動画配信とは
JACICの動画配信には、株式会社IBEが開発した「EZ

プレゼンテーター」というソフトを活用しており、初め

ての人でも簡単に使える操作性が特長となっています。

下図のように画面右側にスクリーン上のスライドが、

左側に講演者の動画が映るようになっており、講師の話

す内容にあわせてスライドが進行していくように編集し

ています。従って例えば当該セミナーに参加申し込みを

しながら、たまたま業務の都合上で出席出来なかった人

でも、出席したのと同様の臨場感で講演内容をそのまま

聞くことが出来るというものです。

動画の下には講演のセクションごとに内容が表示され

ており、これをクリックすると、その内容にジャンプし

て、そこからまた動画が始まるという仕掛けになってい

ます。つまり「見たいところだけ見る」ということも可

能になっているツールなのです。

2.　配信している内容
現在、以下の内容について動画を配信しています。

セミナーイベント終了後、数日のうちに編集をして、

掲載するようにしています。（諸事情により、配信して

いないものも一部あります。）

○JACICセミナー

　・平成17年度～平成24年度（全16回）

○社会基盤情報標準化セミナー

　・2005年度～2011年度（計17回）

○建設情報研究所研究報告会

　・第7回（H17）～第14回（H24）

○研究助成事業報告会

　・平成15年度～平成24年度（ただし一部のみ）

以下のサイトをクリックしてご覧頂ければ幸甚です。

http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/　

http://www.jacic.or.jp/movie/hyojun_semi/　

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

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

　　　　　　　　（広報グループ長　河内康）

図1　平成12年9月のJACICセミナーから

図2　平成24年11月助成研究事業報告会から
（講演者とスライドの表示位置を交換できます。）
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　中国地方センターでは、中国5県を対象にコリンズ・
テクリス業務、災害査定支援業務等を実施しています。
平成24年度の主な活動をご報告します。

■RCCM資格試験受験準備講習会の開催
　平成24年度「RCCM資格試験受験準備講習会」を7月
24日開催、今年度は114名の受講者で熱心に聴講してい
ただきました。

■施工パッケージ型積算方式説明会の開催
　施工パッケージ型積算方式への移行に向けて、8月9日
広島市で5県2市の担当者と本部関係者の会議を開催しま
した。

■災害査定支援（Photog-CAD）の普及活動
　Photog-CADの普及に向けて、以下の取り組みを実施
しました。
○ 7月に九州北部を襲った豪雨で被災した熊本市の要請

に対して、九州地方センターを応援する形で操作説明
に出向きました。市の担当者は外部からの問い合わせ
や現地対応で多忙を極める中、熱心に操作方法につい
て受講していただきました。

○ 7月豪雨で被災した島根県の一級河川の現地において、
島根県担当者と災害査定へのPhotog-CADの実証（模
擬査定）を実施しました。8月29日現地調査に入り、
草刈り・視準点設置・デジタルカメラ撮影を終え、島
根県の出先事務所でPhotog-CADシステムによる査定
設計書の作成を行いました。その一週間後の9月6日本
番の災害査定に臨場し、従来（ポール横断測量）成果
を元に作成した査定設計書とPhotog-CADにより測量
した成果から作成した設計書を災害査定官に審査して
いただき、同等の結果が得られることを確認していた
だきました。

○ 9月27日、島根県から模擬査定の結果を国土交通本省
の防災課に説明する場に同席し、システムの信頼性等
について説明、了解を得ることが出来ました。その結
果、10月22日付け防災課課長補佐名で通知文の発出に
至りました。

　これを機に、今後は自治体に向けてシステムを更に
PRし普及を図ることで、測量作業の効率化に貢献でき
ると確信しています。

■コリンズ・テクリスの普及活動
　受発注者双方の信頼性を高め、公正な競争環境で契約
手続きを行うためには発注者側のテクリス・コリンズシ
ステムの検索利用が最低条件だと思うのですが、中国管
内の実態は107市町村でコリンズ62%、テクリス46%と
いう利用状況です。そこで、各県で開催される「発注者
協議会」の場に時間をいただき、コリンズ・テクリス検
索利用の利便性・必要性について説明を繰り返してきま
した。その結果、16市町からコリンズ14、テクリス13の
試用申し込みを受け、現在に至っています。（利用状況
を中国地方センターHPに掲載中）これにより試用段階
で予定技術者の重複チェック等に極めて有用であること
を理解していただいています。今後は、試用が本契約に
移行するよう地方センターとしてフォローし、更に次年
度も利用拡大に取り組みます。

（中国地方センター長　飛田敏行）

地方便り
中国地方センターの活動報告

研究発表会で報告
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JACICの広報ツールとしては、①イベントとしての

「JACICセミナー」や「研究発表会」、②広報資料として

の「JACIC情報」や「JACICnews」、③即時性のある

「ホームページ」や「JACICNET」、④各種パンフレッ

ト類などがあります。

昨年6月の組織変更を機に、これらを統括する組織と

して「広報グループ」なるものを創設しました。このグ

ループは、新しいJACICの営業戦略と一体となって、上

記の広報ツールを機動的に動かしていく使命を持ってい

ます。これを図示すると以下のようになります。

広報グループを支える会議体として、新たに「広報会

議」というものも創設しております。この会議体は各組

織の次長クラスで構成されており、広報全般の協議組織

でもあり、実行部隊としても機能しています。

広報グループ
─  シリーズ　新組織（3）─

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

電子入札稼働環境の制限から
Java（JRE）を最新のものにアッ
プデートすることができませ
ん。その場合の脆弱性対策につ
いて教えてください

電子入札システムの利用に必要なJava実行環境（JRE）は、特に汎用性の高いプログラム
であることから、その製造配布元からはおよそ3ヶ月に1度の割合で修正アップデートがな
されています。
電子入札システム稼働環境へのJREバージョンの採用にあたっては、基本システムである
「電子入札コアシステム」、民間認証局の発行するICカードの利用環境、「電子入札システム
本体」の3つが対応する必要があります。これらそれぞれの動作確認およびシステム調整に
は相当期間を有することから、電子入札システム稼働環境としては全てのJREのアップデー
トに追従できていない現状があります。
ただし、JREに関して公表されている脆弱性は、JREを使用して一部の悪意あるホームペー
ジにアクセスした場合に、情報漏洩等の影響が出るものであり、電子入札システムのみの
利用では一切影響がありません。
このことから、電子入札で利用するパソコンの脆弱性対策として、電子入札システム利用
時以外においては『JRE無効化』をお勧めしています。
詳しくは、e-BISCホームページ「必ずお読みください」の記事「【更新】電子入札システム
で利用するソフトウェアにおける脆弱性について」をご覧ください。

総務部長

広報会議

連携

ホームページ、JACIC NET

JACIC 情報、セミナー等
ニュースレター、パンフレット類経営企画部長

広報グループ長

（広報グループ長　河内康）

JACIC便り
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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3）
コリンズにおける岩手・宮城・福島３県内の工事登録件
数と当初請負金額の推移

JACICコリンズシステムを用いて、3県内の公共事業
発注機関（国の機関、地方公共団体、独法、公社等）に
よる工事の当初請負金額と登録件数を集計し、その推移
を図－1に示しました。

金額と件数は平成23年3月11日の東日本大震災の衝撃
で翌4～8月に前年同期を下回りましたが、9月から急激
に立ち上がり、それ以降、22年度に比較した増加域は今
なお続行しています。更に、震災前後の年度間の比較を
容易にするために、上記の金額と件数を累加値にして図

－2を示しました。累加金額は23年9月に、累加件数は23
年11月に、それぞれ前年同期を超え、共に24年12月に至っ
ても前年を上回った推移を示しています。

以上を総括すると、3県内の累加金額は、22年度4,153
億円、23年度9,517億円、前年度比は229%（全国104%）
となります。同様に22年12月3,561億円、24年12月7,736
億円、同期比は217%（全国113%）です。3県内の伸び
率は22年度に比較して、金額では2.2倍（全国1.1倍）、件
数では1.2倍（全国0.98倍）の増加であり、特に23年9月
以降、本格的な復旧・復興工事が鋭意続行されているこ
とがコリンズデータでも確認できました。

（首席研究員　鈴木興道）

JACICデータより

図－2　3県の工事登録件数と請負金額の累計推移

図－1　岩手・宮城・福島3県の工事登録件数と請負金額の推移
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