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1．はじめに 

JACICは、昭和60年11月15日の設立以来、情報化の進

展と変革の要請などに的確に対応するため、産官学と連

携し建設分野における情報化の諸事業を展開しています。

毎年10月にはJACICが取り組んでいる情報化の現状につ

いて広く知っていただくことを目的に、建設情報研究所

研究発表会を開催しています。 

本年も10月28日（水）に東京・乃木坂で約130名の出席

者を得て「第11回建設情報研究所研究発表会」を開催し

ました。ここでは、研究発表会で発表された研究課題の

概要について紹介します。 

2．研究発表会のプログラム 

プログラムは①最近の研究動向の説明②９件の研究課

題の発表で構成されています。今年のプログラムは昨年

までと比べて研究課題の発表に重点を置いた編成としま

した。研究発表会の最初に最近の研究動向として、建設

情報研究所長の坪香理事より建設事業効率化における

JACICの役割等について説明1）がありました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

3．研究課題の紹介1） 

（1）標準部 

標準部からは「11の提案」「米国動向」「JACIC/LCDM

レジストリ」の３件の報告がありました。いずれも社会

基盤情報の利活用を推進するための電子データの標準化

に関する取組みの報告です。JACICnews №239, 244, 246

の「ニュースと解説」に関連記事が掲載されています。 

（2）建設コスト研究部 

Java技術を基盤とするWeb方式とした「Web版積算シ

ステム」、積算基準データのデータ形式をXML形式とし

た「XML形式積算基準データ」、インターネットによる

ユニットプライス型積算方式の積算支援などJACICが推

進している積算システムについての報告がありました。 

（3）システム高度化研究部 

①国土交通省がこれまで定期的に実施している河川現

況調査に基づいた各種データを、河川管理者がインター

ネット上で情報共有できる「流域情報分析支援システム」

（構築中）の報告、②JACICが本年２月に実施した建設副

産物関連システムのリプレース（機器の更新）における

技術的な課題・問題点及びその解決策の報告（JACICnews

№242参照）、③災害復旧効率化支援システムPhotog-

CADの機能と操作性の向上を中心にバージョンアップを

実施した内容（写真測量に係わる部分と災害査定申請書

を作成するためのCAD機能の改良）の報告の３件の報告

がありました。 

（4）CALS/EC部 

①現在日本国内においてデファクトスタンダードにな

っている電子入札コアシステムの開発におけるシステム

の標準化、開発の組織体制、システム環境向上への対応（認

証，JREの更新）、普及状況、国際標準策定への取組み等

についての報告、②国土交通省が推進するCALS/ECや

ICTを活用した生産性向上の取り組みの一環として、道

路や河川事業における３次元CADや情報化施工システム

等で利用可能な３次元データの標準化等の現状の報告の

２件の報告がありました。 

4．おわりに 

今後も研究発表会の内容が、建設分野の情報化の業務

に携わる方々のお役に立てるよう、内容を充実させてい

きたいと考えています。 

研究発表会のプレゼンテーションの模様は動画として

公開していますので下記のJACICホームページ左側にあ

る［JACIC業務案内：建設情報研究所（PDF、動画）］を

ご覧ください。 

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

参考文献 

［1］（財）日本建設情報総合センター：第11回建設情報研

究所研究発表会資料集、平成21年10月28日 

（経営企画部　参事　矢田敬） 

 

第11回建設情報研究所 研究発表会の開催 

ニュースと解説 

坪香理事の発表 

－1－ 



　今年度第２回のJACICセミナーは８月５日（水）グラン

ドアーク半蔵門で、「アジア各国の建設分野三次元への取

り組み」と題して開催しました。 

　JACICと土木学会で共催している「第５回アジア建設

IT円卓会議」への参加のため来日した中国・韓国・台湾

など海外の学識経験者からの講演とともに、日本の建設

分野における三次元活用の現状および課題を、大阪大学

大学院の矢吹信喜教授に解説して頂きました。各講演者

と演題は以下のとおりです。参加者は約100名でした。 

 

　  

  

  

  

  

  

  

  

 　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．海外の事例紹介 

　中国の馬教授からは、VDC（Virtual Design and 

Construction）という三次元を活用した仮想的な設計・

施工という概念は中国でも一般的になって来ており、そ

のデータ交換やプロセス可視化のための要素技術も急速

に開発されて、それらの技術が適用されたプロジェクト

の例も出て来ているという話がありました。 

　韓国の李教授は、橋梁を事例として、三次元データを

「アセットマネジメント（公共施設の資産管理）」に応

用する国家プロジェクトに向けて動き出しているとのレ

ポートがありました。 

　台湾の謝先生からは、台湾国立大学では学生に対して

３次元設計の実習を行っているという報告がありました。

週１回３時間の講義と実習で学生たちは驚くほどの三次

元設計力が付いているという話をして頂きました。 

　香港の李先生は、陸上競技場の設計の事例を示した上

で、三次元データは構造物の干渉チェックや景観評価に

有効であることを説明されました。そして、三次元の効

果として「他工法との比較検討」及び「関係者間のコミ

ュニケーション」に有効であることを強調されました。 

 

2．日本の現状と課題 

　これに対し、矢吹先生は日本の三次元活用の状況を、

橋梁・情報化施工・公聴会でのシミュレーション技術

の３つの分野で実用化が行われているものの、まだま

だ現状ではメリットを感じられない人が多いと解説さ

れました。そしてその理由は、ITを生かすための制度

や発注環境が整っていないからであり、そのためには

IT技術に適応する事業プロセスが必要であり、この視

点に立って下図に示すような同時進行的・協調的・

BIM的な方向へ公共事業の制度変革が望まれるという

ことを主張されました。 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　以上の内容は、下記のJACICホームページ「WEBセ

ミナー」でも参照できます。是非ご覧下さい。 

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

　また「アジア建設IT円卓会議」に関する情報は

JACICnews10月号および下記サイトをご参照下さい。

　http://www.jacic.or.jp/hyojun/acit-top.html 

（標準部　主任研究員　河内康） 

２００９.１２月号 

JACIC便り 

－2－ 

平成21年度  第2回JACICセミナー開催報告 
－ アジア各国の建設分野三次元への取り組み － 

1.「日本の建設（土木）分野三次元モデルデータの活用」 

　　　　　　　　大阪大学大学院　　　矢吹信喜　教授 

2.「中国大陸の建設分野におけるVDCの発展」 

　　　　　　　　中国北京清華大学　　馬　智亮　教授 

3.「香港の統合的三次元活用」 

　　　　　　　　香港理工大学　　　　李　恒　　教授 

4.「アセット管理の将来戦略」 

　　　　　　　　韓国延世大学　　　　李　燦保　教授 

5.「台湾における三次元活用」 

　　　　　　　　台湾国立大学　　　　謝　尚賢　教授 

セミナーの様子 

講演者と演題 

（矢吹教授の講演資料から抜粋） 
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情報セキュリティ（続） 
～ セキュリティインシデント対応 ～ 

－3－ 

セキュリティインシデント対応概略図 

注2） 注1） 

昨今、セキュリティインシデントが以前よりも多くなり、

企業ではその事業への影響度から、長期的な計画に基づ

いた事業継続計画等のセキュリティインシデント対応が

求められるようになりました。 

ただ、その管理策や対応は企業によりさまざまで、組

織体制や担当部門のスキル等から、計画を立案するのも

容易ではないので、セキュリティインシデントが発生し

てから対応することは混乱を招くため避けたいものです。 

今回は、セキュリティインシデント（以下インシデン

トという）対応について、概略を解説します。 
 

1．セキュリティインシデントとは 

インシデントとは、不正アクセスやDoS攻撃など意図

的な悪意のある行為、ウイルス感染、盗難、恐喝、スパ

イ行為など、コンピューターセキュリティに関する人為

的事象で、地震、火事などの自然現象や偶発的なものを

含み、『予想外の中断が生じる』こととされています。 
 

2．準備策 

準備策としては、インシデントの事象を調査するため

に一番重要である『ログの収集機能』をネットワーク機

器やサーバに施しておくことです。また、できれば、バ

ックアップ対策やログ分析ツールの導入もあると効率的

な対応が可能となります。 
 

3．インシデント検出 

インシデントを発見、又は検出した時点での状況判断

のことで、誰が、いつ、どのように、そして、本当にイ

ンシデントであるかどうかを見極める必要があります。

この判断は、迅速かつ正確に行うことが必要ですが、過

剰反応や過小反応を行わないように注意しなければなり

ません。担当者が問題を大きくしたくないために、経営

層に対して過小反応の報告を行い、適切な対処ができず、

対応が遅れて別の問題を引き起こすというようなことは

よくあるケースです。このようなことからも、組織又は

インシデント対応チームとしての報告が必要です。 
 

4．インシデント対策 

インシデントが組織に与える範囲や、結果として生じ

る損害等を把握して、それがサービス利用者へ影響を及

ぼすことがわかった場合は、告知が必要となります。告

知内容やタイミングは、業務計画に基づいた『目標復旧

時間（RTO）』や『目標復旧点（RPO）』を、またサービス

レベルアグリーメント（SLA）を考慮し、十分に検討し

た上で実施します。 
  

5．調査 

いつ、誰が、何を、どこで、どのように、という状況

分析と同時に収集したログ、インシデントによって受け

たダメージ等から、多角的に調査する必要があります。

この調査は、担当者が一人で行うことは能力や時間に限

界が生じるため、セキュリティ専門家、システムベンダ

ー等の協力も得ながら遂行することが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇　　　◇　　　◇ 

今回はインシデント対応のほんの概略でしたが、大事

なことは、準備とインシデント検出し、本当にインシデ

ントであるかの判断です。 

注1）『目標復旧時間（RTO）』：この場合は、定義済みの

業務レベルに復旧させるために認められた時間 

注2）『目標復旧点（RPO）』：この場合は、業務停止段階

から、どの時点まで修復するかの達成されるべき復

旧状態 

（システム高度化研究部　主任研究員　足田安司） 



２００９.１２月号 

社会基盤情報標準化セミナー（旧建設情報標準化セミ

ナー）は、平成12年からJACICが推進している社会基盤

情報標準化委員会（旧建設情報標準化委員会）活動の紹

介と策定した標準の普及を目的として毎年開催していま

すが、今年は９月30日に仙台のフォレスト仙台で、10月

23日に大阪国際会議場で開催しました。 

仙台では国土技術政策総合研究所の青山主任研究官に

「CALS/ECアクションプログラム2008の策定」を、岩

手県立大学ソフトウェア情報学部の窪田講師に「CAD

をとりまく情勢と国土交通省標準SXF」を、大阪市建設

局の吉矢係長に「大阪市の道路橋梁総合管理システムに

ついて」を、大阪では国土技術政策総合研究所の遠藤室

長に「CALS/ECアクションプログラム2008の考え方と

将来展望」を、高知工科大学の那須教授に「国土交通省

CALS/ECと高知県のシステム」、大林組の古屋上席技師

に「情報化施工の展開と三次元データの可能性」の講演

をして頂きました。 

仙台も大阪も当日は天候にも恵まれ、仙台では85名、

大阪では121名の参加がありました。どちらの地域も、

国土交通省、自治体、コンサルタンツ、建設業、測量

業およびシステム関連等幅広い層から参加があり、最

後まで熱心に聴講して頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（標準部　主任研究員　勝部義生） 

先月号に引き続き、コリンズとテクリスの登録件数に

ついて今年（平成21年）８月から10月までの各月分を前

年（平成20年）同月との比較を行った結果を下記のとお

り示します。 

■コリンズ：８月の登録件数は、国の機関関係分が1,946

件で前年同月比７%減少、地方公共団体関係分が16,152

件で前年同月比13%減少しています。９月の登録件数は、

国の機関関係分が3,538件で前年同月比40%増加、地方公

共団体関係分が28,186件で前年同月比22%増加しています。

10月の登録件数は、国の機関関係分が3,638件で前年同月

比20%増加、地方公共団体関係分が32,474件で前年同月

比15%増加しています（図－１参照）。 

  

 ■テクリス：８月の登録件数は、国の機関関係分が

1,327件で前年同月比25%増加、地方公共団体関係分が

2,464件で前年同月比13%減少しています。９月の登録

件数は、国の機関関係分が2,325件で前年同月比97%増加、

地方公共団体関係分が3,939件で前年同月比37%増加し

ています。10月の登録件数は、国の機関関係分が2,592

件で前年同月比73%増加、地方公共団体関係分が3,620

件で前年同月比17%増加しています（図－２参照）。 

（経営企画部　部長　前田安信） 

社会基盤情報標準化セミナー2009（仙台・大阪）開催報告 

コリンズ・テクリスの登録件数の状況 

図－２　テクリス登録件数前年同月比較（契約額500万円以上） 図－１　コリンズ登録件数前年同月比較（契約額500万円以上） 
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大阪会場 
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■北海道・東北地方コアシステム会議　　 

JACIC北海道・東北の両地方センターでは、電子入札

コアシステムを採用、または採用を予定している北海道・

東北地方の公共発注機関間でのコアシステムの開発およ

び運用などに関する情報交換を行い、より利便性の高い

開発や運用に資する場として、「北海道・東北地方コアシ

ステム会議」を開催しています。 

平成21年度は７月23日仙台市において開催され、北海

道からは岩見沢市に加えて北海道建設部の担当者が今回

初めて参加しました。システム運用上の問題や今後の改

善の方向など活発な意見交換が行われました。 

 

■RCCM資格試験受験準備講習会 

シビルコンサルティングマネージャ（RCCM）の資格試

験が平成21年11月８日（日）に実施されました。これに先

立ち、受験準備講習会を８月４日（火）北海道経済センタ

ーで開催しました。 

約220名の方が熱心に受講されましたので、札幌会場で

の健闘結果が大いに期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建設リサイクル技術発表会・技術展示会 

建設副産物リサイクル広報推進会議主催の技術発表会

と技術展示会が平成21年10月27日札幌コンベンションセ

ンター大ホールにて催されました。 

JACIC本部からシステム高度化研究部建設副産物情報

センターが来道し、「建設副産物情報交換システム及び建

設発生土情報交換システムについて」の出展を行いました。 

当日の天候は曇りで、展示時間は10：00～17：30と限

られたものでした。しかし午後からの講演会の合間にも

多数の方にブースを訪れていただき、本システムについ

て効果的な広報活動となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　  

 

 

 

 

■CALS/EC体験講座 

電子入札（コアシステム対応）と電子納品チェックシ

ステムの体験講座を北海道地方センター内で開催してい

ます。 

①　電子入札（コアシステム対応）体験講座 

これから電子入札を始められる方や、システムの操作

に不安を感じている方を主な対象に、電子入札の一連の

流れを本番さながらの環境で疑似体験できます。 

②　電子納品チェックシステム体験講座 

実務を担当される受・発注者の技術者を対象に、最新

の「北海道開発局における電子納品に関する手引き（案）

の概要」「電子成果品作成の流れ」「電子納品チェックシス

テムの操作」について体験講習を行っています。 

なお、上記①②の講座はCALS/EC資格制度事務局が

認定した講習会に位置づけられ、CALS/EC有資格者が

受講した場合には各々20点の更新ポイントが与えられます。 

（北海道地方センター　センター長　佐藤薫） 

北海道地方センター活動報告 
地方便り 
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RCCM資格試験受験準備講習会（於：北海道経済センター） 

建設リサイクル技術発表会・技術展示会（於：札幌コンベンションセンター） 
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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 

　e-BISCセンターホームページ左MENUの事前準備「電子入札推奨

環境」に掲載しております。こちらでご確認ください。 

　なお、パソコン内部ソフトウェアの自動アップデート機能等によ

り電子入札システム推奨環境から外れてしまう可能性があります。

電子入札システム利用時には電子入札システム推奨環境との一致を

必ずご確認ください。推奨環境から外れている場合、電子入札シス

テムへのログインが行えない、ログインが可能でも入札書等の提出

が行えないなどの不具合が生じる場合があります。 

　入力項目のうち「商号（連絡先名称）」への入力文字数は全角30文

字（60バイト）以下とする必要があります。 

　当該入力文字数を超えて利用者登録を行った場合には入札説明書

等ダウンロードシステムからの文書取得が行えない状態になります。 

質　　　問 

電子入札システムが動作するパソ

コンの環境（OS,ブラウザ,JRE）に

ついて教えてください。 

 

 

 

　 

 

利用者登録を行う際、各項目の入

力に関して特に注意する点はあり

ますか。 

項　目 

 

 

 

 

工事・業務/ 

物品・役務 

共通 

 

 

（e-BISCセンター　主事　川口玲） 
 

平成21年度の電子入札案件登録・開札状況は下表及び

グラフのとおりとなっています。 

なお、このデータは国土交通省関係直轄事業（内閣府

沖縄総合事務局分を含む）の物品・役務及び工事・業務

契約のうち電子入札で行われた件数です。 

e-BISCコーナー 

電子入札案件登録・開札状況 登録部門：電子入札施設管理センター 

登録件数 開札件数 
1.8 
1.6 
1.4 
1.2 
1 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0

５月 ４月 ６月 ７月 ８月 １０月 ９月 

電子入札登録・開札件数対前年度比 

（e-BISCセンター　参事　松本重遠） 

平成21年度電子入札案件登録・開札件数 

3,221 
（1.42） 

4,084 
（1.07） 

3,591 
（0.97） 

2,160 
（0.95） 

4,802 
（1.19） 

3,409 
（1.18） 

6,700 
（1.50） 

4,220 
（1.20） 

４月 ５月 ６月 ７月 
5,253 
（1.33） 

3,951 
（1.31） 

８月 
2,985 
（0.75） 

3,149 
（0.87） 

10月 
3,521 
（0.93） 

6,678 
（1.70） 

９月 
案件登録 
件数 

開札件数 

（　）：前年同月比 
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