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ニュースと解説 

CALS/ECプロジェクトの進展により、建設情報の電

子化や共有化が図られ、電子データとして各業務プロセ

スや担当職務ごとに保管されています。これら蓄積され

た電子データを活用したいと思っても、「データの所在が

わからない」、「データの意味がわからない」、「どんなデ

ータかわからない」などデータの流通に関して課題もあ

ります。 

データを流通させるためにはそのデータがどのような

内容でどこにあるのかなどデータへのアクセス情報をう

まく流通させる仕組みと、そのデータを誰もが理解でき

るようデータの表現方法、そこに使われている用語情報

やその意味などのデータ仕様情報を流通させる仕組みも

必要になります。 

標準部では情報が流通する仕組みの第一段階として、

電子化されたデータを活用して業務の効率化や全体業務

の最適化が出来ることを目指したJACIC/LCDMレジス

トリの構築を行っています。 

レジストリ（Registry）とは「容器、貯蔵庫、倉庫」

などの意味であり、Windowsの場合は基本情報やソフト

ウェアの拡張情報などが保存されているデータベースを

レジストリと言っています。 

JACIC/LCDMレジストリは、データが流通促進され

るようデータの説明、書き方、使用されている用語につ

いての説明などが書かれたデータ仕様なるものを一元管

理するサーバを言います。 

レジストリでデータ仕様が一元管理されるようになれ

ば、利用者はJACIC/LCDMレジストリを参照・検索す

るだけで、 

・誰が何のデータ仕様を開発したか、あるいは開発して

いるのか 

・何のデータを説明するデータ仕様か、そのデータ仕様

は何と関係するのか  

など、データ仕様が見えるようになり業務の効率化、最

適化を図ることが出来ます。 

レジストリについては、ISO/IEC11179やISO15836で

国際標準が定められています。日本では建設情報の高度

利用実現を目的に設立されたLCDM１）推進フォーラムが、

図に示すように国際標準に準拠して、データ仕様を管理

するレジストリの他に、実データを取得するための仲介

を行うポータル、データを標準形式に変換するアダプタ

で構成されたLCDM流通基盤仕様等を策定しています。 

JACICはLCDM推進フォーラムに理事会員として参

加しており、標準部はLCDM流通基盤を利用したサー

ビスを検討している利用促進部会と、LCDM流通基盤

の技術仕様を検討している技術部会で活動しています。 

JACIC/LCDMレジストリもLCDM推進フォーラムと

連携を図りLCDM流通基盤仕様に基づくと共に、情報

連携基盤小委員会傘下の建設レジストリ・ポータル検

討WG（座長：堀内　一　東京国際大学教授）の指導

を受けながら構築を進めています。 

 

 

 　 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2007年度はプロトタイプを構築しレジストリからボ

ーリングデータのデータ仕様を取得して柱状図を表示

するデモを建設レジストリ・ポータル検討WGで行い、

画面構成、検索方法などレジストリの出来具合と、レ

ジストリの効果などについて委員に評価してもらいま

した。その結果、画面構成や検索方法などについては

修正が必要との意見をもらいましたが、レジストリの

効果については、「効果あり」との評価を受けました。 

2008年度はそれを受けて画面構成や検索方法などの修

正と、検索結果の表示方法などの機能追加を行い、

JACIC/LCDMレジストリの試験公開を行い、実際に利用

してもらい運用についてのデータを集めていく予定です。 

2009年度は建設レジストリ・ポータル検討WGの指

導のもと、ポータルの構築も計画しています。 
 

1）LCDM：Life Cycle Data Management 

（標準部　主任研究員　勝部義生） 

JACIC/LCDMレジストリ 

 

LCDM流通基盤システム 
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1．はじめに 

CALS/EC資格制度事業は、地方公共団体等への

CALS/ECの導入を支援する人材育成事業として、

「CALS/EC地方展開アクションプログラム（全国版）」（平

成13年６月国土交通省策定）に位置づけられ、同年７月

にスタートしました。 

また、先頃公開された、「国土交通省CALS/ECアク

ションプログラム2008」において、目標-⑥に「CALS/EC

の普及」が掲げられており、CALS/EC普及のための技

術者育成が急務となっています。 

本事業はJACIC理事長が資格認定を行い、（社）建設コ

ンサルタンツ協会（以下、JCCA）に試験の実施及び資

格登録を委任しています。 

資格にはCALS/ECインストラクター（RCI）と

CALS/ECエキスパート（RCE）の２種類があります。 

 

2．平成21年度「CALS/EC資格試験」の概要 

平成21年度の試験は以下の要領・日程で実施されます。 

RCE試験では、「CALS/EC理解度チェックソフト」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラムを使用し、面接試験前にPCにより「公共

事業執行プロセスの理解度」について確認します。 

また、両試験とも、現行の公式テキストの内容を刷

新した「－公共事業受発注者のための－改訂・

CALS/ECガイドブック（仮称）」（JACIC編集・（財）

経済調査会発行）［平成21年６月15日発売予定］を公式

テキストとします。 

 

3．おわりに 

平成21年度の受験の手引き及び受験申込書等、試験

の詳細についてはJCCAが運営・管理する「CALS/EC

資格制度ホームページ」をご覧ください。 

URL　　http://www.cals-ec.info 

一人でも多くの受験者が合格され、CALS/EC資格

者として公共事業受発注機関へのCALS/EC導入支援

などに関する様々な活動に携わり、CALS/ECの普及・

推進の一翼を担うことを期待しています。 

（CALS/EC部　次長　山下郁夫） 

２００９.４月号 

平成21年度「CALS/EC資格試験」のご案内 

平成21年度「CALS/EC資格試験」の概要 

CALS/ECインストラクター（RCI）試験 

CALS/ECエキスパート（RCE）試験 

年齢が20歳以上の者。（平成21年４月１日現在） 受験資格 

筆記試験※1試験方法 

15,000円 

書類審査及び面接試験※２ 

受 験 料 

主な役割 

受験資格 

試験方法 

15,000円 受 験 料 

・所属する職場内の研修等の講師 
・職場外の講習会・セミナーの講師 
・受注者の電子入札等CALS/EC運用環境の整備支援 
・発注機関で定める電子納品に関する規定類に準拠
した電子成果品の作成　等 

主な役割 

RCIの役割に加え、 
・発注機関等が主催する大規模な講習会の講師 
・発注機関のCALS/EC関連業務の管理技術・担当技術 
・発注機関が設置するCALS/EC推進のための委員会
等の委員　等 

以下のいずれかの条件を満たす者。 
ア）公共事業の実務経験が６年以上の者。ただし、
RCI資格登録者は実務経験が５年以上の者。 

イ）RCI資格登録者であって、登録期間が通算４年以
上の者。 

※ 1　試験は、「－公共事業受発注者のためのー改訂・CALS/ECガイ
ドブック（仮称）」（JACIC編集・（財）経済調査会発行）［6月15
日発売予定］から出題される。なお、ガイドブックに記載の
ある要領・基準類、運用ガイドライン等の内容も出題範囲に
含まれる。 

※ 2　面接試験前に「CALS/EC理解度チェックソフト」プログラム
を使用し、PCにより「公共事業執行プロセスの理解度」につ
いて確認する。 

CALS/ECエキスパート 
（RCE） 

CALS/ECインストラクター 
（RCI） 

試験実地概要公表　　　平成21年３月25日（水） 

受験申込　　平成21年４月１日（水）～５月８日（金） 

東京 
平成21年７月１日（水） 
～平成21年７月３日（金） 

東京・大阪 
平成21年７月26日（日） 

大阪 
平成21年７月７日（火） 
～平成21年７月８日（水） 

受験票送付　　平成21年６月15日（月）頃（郵送） 

合格発表　　平成21年９月30日（水）午前10時 

合格証交付　平成21年９月30日（水）午前10時 

資格者としてCALS/ECを普及・推進 

登　　録　　平成21年10月１日（木）～　 

書類審査 

面接試験※1、※2

平成21年５月15日（金） 

筆記試験※1

試験日はいずれか1日 

HPに掲載 

HPに掲載 

平成21年度「CALS/EC資格試験」の日程 

CALS/ECコーナー 
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２００９.４月号 

 

 

JACICは、国土交通省等が実施する治水経済調査にお

いて、被害額の算出に必要な氾濫区域の資産及び世帯数、

従業者数等の基礎数量を氾濫シミュレーションの計算メ

ッシュ単位に算出する際に必要な「100ｍメッシュ延床面

積データ」を第１次地域区画（１次メッシュ：約80km四

方）ごとに販売しています。 

平成20年末まで販売していましたメッシュデータは、調

査基準年が平成７年のデータをもとに作成されているもの

でしたが、この度、調査基準年を平成12年に改定するとと

もに世界測地系で整備したメッシュデータを平成21年１月

７日から販売を開始しましたので、ご利用ください。 

なお、今回の改定を機に１メッシュ当たりの販売価格

を21,000円（税込み、送料別）に改定させていただいて

いますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。 

メッシュデータのご購入の際には、JACICのホームペ

ージ（JACIC刊行物のご案内）にメッシュ分割の概要図

と留意事項を掲載していますのでご覧ください。特に、

次の内容についてはご注意ください。 

・ 100mメッシュと表記していますが、正確には標準地

域メッシュにおける第２次地域区画（約10km四方）を

縦横それぞれ100分割したものであり、これを便宜的に

表記しているものです。標準地域メッシュの詳細につ

きましては、総務省統計局のホームページ（注１）や

（財）日本地図センター発行の標準地域メッシュ・コ

ード一覧図等を参照してください。 

・ 本データの整備時期は平成20年12月です。よって、測

地系は世界測地系となります。測地系の詳細については、

国土地理院ホームページ（注２）等を参照してください。 

本データは、図－１に示すように第１次地域区画単位

のフォルダに、第２次地域区画ごとのファイルを格納し

ています。また、第２次地域区画ごとのファイルはテキ

スト形式で作成しており、データフォーマット及びファ

イル命名則は図－２のとおりです。 

なお、データを利用する際のソフトウェア等は提供し

ておりませんので、ご了承ください。 

本データへのお問い合わせや購入申し込みにつきまし

ては、JACIC河川システム室（直通　03-3584-2401）まで

お願いいたします。 

 

注１：http://www.stat.go.jp/data/mesh/gaiyou.htm 

注２：http://gsi.go.jp/kihon.html 

（河川システム室　主任研究員　徳重政志） 

100ｍメッシュ延床面積データ(改定版)を販売開始 

 

 

 

図－１　ファイルの格納状況 

図－２　データフォーマット及びファイル命名則 
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２００９.４月号 

平成20年11月９日（日）に実施された平成20年度の

RCCM資格試験の結果が、平成20年2月27日（金）に（社）

建設コンサルタンツ協会から発表されました。受験者数

は4,663名と昨年比で約８%増加しています。合格者数は

1,624名と昨年比で約14%減少しています。合格率は

34.8%で昨年より約９%低くなっています。受験者数が

最も多かったのは道路部門で1,119名、最も少なかった

のは電力土木部門で9名でした。平成3年度から実施され

てきたRCCM資格試験の合格者は累積で合計39,679名に

なりました。 

合格者の詳細はJACICのホームページ「各種試験予定・

結果」に掲載しています。なお、平成21年度のRCCM資

格試験は、平成21年11月8日（日）に予定されています。 

（経営企画部　参事　矢田敬） 

平成20年度RCCM資格試験合格発表 

平成21年度RCCM資格試験受験準備講習会は、全国各

地で７、８月に開催します。講習会の案内は５月初めに

下記のJACICホームページに掲載します。 

　　　http://www.jacic.or.jp/ 

●開催地・開催日・会場：下表参照 

●受講料：10,000円（税込,テキスト代込,昼食代除く） 

●講習会の問合先：（財）日本建設情報総合センター 

　RCCM講習会事務局（Tel.03-3584-2404） 

●試験の問合先：（社）建設コンサルタンツ協会 

　RCCM資格制度事務局（Tel. 03-3221-8855） 

平成21年度RCCM資格試験受験準備講習会の実施 

JACIC便り 

（経営企画部　参事　矢田敬） 

平成21年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

開催地 

札　幌 

仙　台 

東京１ 

東京２ 

新　潟 

名古屋 

大　阪 

広　島 

高　松 

福　岡 

沖　縄 

8/ 4（火） 

7/28（火） 

7/27（月） 

8/ 7（金） 

7/24（金） 

7/21（火） 

7/27（月） 

7/30（木） 

7/29（水） 

7/31（金） 

7/23（木） 

 

開催日 会場名 住　所 ＴＥＬ 定員 

北海道経済センター 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝﾎｰﾙ宮城 

日本都市センター会館 

日本都市センター会館 

新潟技術士センタービル 

愛知県産業貿易館 

大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 

メルパルクHIROSHIMA 

香川県土木建設会館（サン・イレブン高松） 

JALリゾートシーホークホテル福岡 

沖縄産業支援センター 

札幌市中央区北1条西2丁目 

仙台市青葉区国分町3-3-7 

千代田区平河町2-4-1 

千代田区平河町2-4-1 

新潟市新光町10-2 

名古屋市中区丸の内3-1-6 

大阪市北区中之島5-3-51 

広島市中区基町6-36 

高松市松福町2-15-24 

福岡市中央区地行浜2-2-3 

那覇市字小禄1831-1

011-231-1122 

022-225-8641 

03-3265-8211 

03-3265-8211 

025-281-1111 

052-231-6351 

06-4803-5555 

082-222-9867 

087-823-4550 

092-844-8111 

098-859-6234

300 

300 

400 

400 

160 

270 

300 

150 

140 

390 

180

部門別合格者数 

河川、砂防及び海岸・海洋 

港湾及び空港 

電力土木 

道路 

鉄道 

上水道及び工業用水道 

下水道 

農業土木 

森林土木 

造園 

都市計画及び地方計画 

地質 

土質及び基礎 

鋼構造及びコンクリート 

トンネル 

施工計画、施工設備及び積算 

建設環境 

機械 

水産土木 

電気電子 

廃棄物 

合　　計 

部門別 受験者数 合格者数 合格率 

762 

91 

9 

1,119 

14 

151 

312 

286 

120 

47 

169 

158 

336 

398 

42 

238 

257 

10 

18 

106 

20 

4,663

271 

47 

4 

238 

3 

36 

104 

104 

58 

25 

47 

68 

129 

223 

23 

106 

81 

6 

7 

36 

8 

1,624

35.6 

51.6 

44.4 

21.3 

21.4 

23.8 

33.3 

36.4 

48.3 

53.2 

27.8 

43.0 

38.4 

56.0 

54.8 

44.5 

31.5 

60.0 

38.9 

34.0 

40.0 

34.8
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２００９.４月号 

JACIC北陸地方センターでは、北陸地域における建設

事業に携わる受・発注者の方々を対象にCALS/ECやコ

リンズ・テクリスをはじめとするサービスの提供、普及

支援、広報活動等を行っております。 

今回は平成21年度に実施した電子入札システム等の北

陸地方センターでの普及支援をご紹介します。 

 

■「電子入札システム操作講習会」の開催 
JACIC北陸地方センターでは、石川県からの依頼を受

けて、平成21年２月16日～２月27日にかけて受注者向け

の「電子入札システム操作講習会」を開催しました。 

石川県内の金沢市、輪島市、七尾市、小松市の４市に

おいて、２時間コースの講習会を10日間、合計22回開催

したところ、375名の方から受講していただき、今後さ

らなる電子入札システムの普及促進に向けて大きな成果

を得ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講習会では受講者の皆様一人一人に、実際にパソコン

を操作しながら電子入札システムを体験してもらおうと、

JACICが保有する20台環境の電子入札コアシステムサー

バーを現地に持ち込み、受講者用パソコン18台を接続し

て、「利用者登録」から「入札」、「落札結果の確認」まで

の流れをリアルタイムに臨場感を持って体験していただ

きました。 

 

■「電子入札連絡会議（北陸ブロック会議）」の開催 
平成20年９月４日、富山県庁において電子入札の普及

と有効活用を目的に「電子入札連絡会議（北陸ブロック

会議）」を開催しました。会議には新潟、富山、石川の

３県と各県の市町村の入札契約担当者30名のご参加をい

ただきました。 

第１部の「電子入札説明会」においては、主に未導入

の市町村の担当者を対象に、電子入札と電子入札コアシ

ステムの概要や必要性、有用性等について北陸地方セン

ターから説明を行いました。 

第２部の「電子入札連絡会議」では、第１部の参加者

に加え運用中の各県・市町村の担当者とJACIC本部（CALS/

　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC部）、北陸地方センターが参加して、電子入札の動向

や運用状況などについて情報交換を行いました。 

 

■「コリンズ・テクリス  オンライン利用申請コーナー」
の開設 
コリンズ・テクリスのオンライン登録を行うための手

続きとして、「インターネット利用申請（ユーザID・パ

スワードの取得）」が必須となります。今までFD登録

を行っていた企業の方々で、「手続きが難しい・煩雑だ」

と思っている方はいらっしゃいませんか？ 

北陸地方センターでは、そんな皆様を対象とした無料

の「コリンズ・テクリス　オンライン利用申請コーナー」

をセンター内に開設しました。 

このコーナーでは、センター職員の案内を受けながら

インターネット利用申請の書類を作成することができます。 

現在、インターネット利用のためのユーザID・パス

ワードを取得されていない方はどなたでも、随時・無料

で利用することができます。是非ご活用下さい、お待ち

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北陸地方センターでは、今後も発注機関や業団体等の

皆様からCALS/ECやコリンズ・テクリス等に関するニ

ーズに積極的にお応えしていきたいと思っておりますの

で、遠慮無くお声がけいただけます様お願いいたします。 

（北陸地方センター　センター長　穂苅正昭） 

北陸地方センター活動報告 

地方便り 

電子入札システム操作講習会の模様（金沢市会場） 

電子入札連絡会議（北陸ブロック会議） 

コリンズ・テクリス　オンライン利用申請コーナー 
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お問い合わせ・ご意見等はお気軽に当センターにご連絡ください。 

印刷・製本　交文社印刷（株） 
定価80円（本体77円） 

e-BISCコーナー 
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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。 

ヘルプデスクへの質問と回答 

 
回　　　答 

「ICカード更新」機能より更新操作を行った場合、企業IDは変更さ

れません。新ICカードには旧ICカードの企業IDがそのまま引き継が

れます。 

 旧ICカードで参加中の案件がある場合でも、新ICカードで引き続

き案件に参加可能です。 

 なお、旧ICカードが失効した場合、旧ICカードにより参加した案

件において発注者に提出した各書類や書類に添付した資料は、新IC

カードで表示する事ができません。旧ICカードにより参加した案件

の各書類や添付資料は、必要に応じ旧ICカードが失効する前に印刷

や保存を行ってください。 

　旧ICカードと新ICカードのICカード取得者氏名が異なる場合は、「IC

カード更新」機能より更新処理を行うことはできません。新ICカー

ドを、利用者登録メニューの「登録」から新規に登録してください。 

 なお 、「ICカード更新」機能は次の３つの条件を満たす場合にご利

用可能です。① 新旧ICカードにおいてICカード取得者情報の「企業

名称」「企業住所」「ICカード取得者氏名」の３項目の内容が同一であ

ること。② 新旧ICカードが共に有効期間内であり、破損、閉塞、失

効していないこと。③ 新ICカードが利用者登録されていないこと。 

質　　　問 

 「ICカード更新」機能より更新操

作を行った場合、新ICカードの企

業IDは変更になりますか。 

　また、「ICカード更新」機能より、

更新処理を行った後に旧ICカード

が失効した場合、新ICカードで確

認できなくなる書類等はありますか。 

　 

 

 

代表者の変更に伴いICカードを購

入しましたが、新ICカードと旧IC

カードのICカード取得者氏名が異

なります。「ICカード更新」機能

より更新処理を行うことはできま

すか。 

 また、「ICカード更新」機能を

利用するための条件はありますか。 

項　目 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事・業務 

 

（e-BISCセンター　次長　影山憲道） 

 

平成20年６月30日（月）に予定していました、新しい

コリンズ・テクリスのリリースに関しまして、現在もリ

リースが延期中となっております。 

登録企業や発注機関の皆様には、大変ご迷惑をおかけ

しております。 

新しいコリンズ・テクリスの機能検証と不安定さの解

消には、今しばらくの期間を要します。大変申し訳けあ

りませんが、ご理解のうえご協力をよろしくお願いいた

します。 

今回、新しいコリンズ・テクリスをスムーズに移行す

るため、また、リリース前に新しいコリンズ・テクリス

の操作等に慣れていただくことを目的に、「新しいコリン

ズ・テクリスの操作を体験できる動画」を公開します。 

新しいコリンズ・テクリスの登録手続等に関する全

体の流れやシステムに関する新旧比較を掲載していま

すので、ご確認ください。 

なお、今後の新しいコリンズ・テクリスのリリース

に先がけて、今春以降に、新しいコリンズ・テクリス

の登録を擬似的に体験できるシステムの公開も考えて

おります。 

詳しくは、コリンズ・テクリスのホームページをご

覧ください。 

（コリンズ・テクリスセンター　参事　藤森修） 

新しいコリンズ・テクリス（現在リリース延期中） 
の操作を体験できる動画を公開しました。 

登録部門：電子入札施設管理センター 

JACIC便り 
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