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1．データのパワー
データは、一旦作成してしまえば簡単に全く同じコピ

ーを作ることができます。従って、１つのデータを1回し

か使わない場合に比べて、100回利用できればそのデータ

のコストを100分の１に下げることができます。また、複

数の異なるデータを組み合わせることで、新たな価値の

ある情報が生まれ、１＋１が10にも20にもなる可能性が

あります。このように、データは広く流通して使われる

ほど大きなパワーを発揮します。

米国のオバマ大統領は、昨年の１月の就任式の翌日に「連

邦政府情報公開法の強化」と、「透明でオープンな政府の

推進」の２つのメモに署名しました。また、２月には

Recovery.gov＊1、５月にはData.gov＊2というサイトを開

設し、政府の支出や政府のデータを公開しました。英国

でも今年の１月からData.gov.uk＊3が開設され、同様の試

みが進められています。

既存データの公開は、コストをかけずに大きな経済効

果が期待できます。平成19年に英国首相府から出された

Power of Information＊4によれば、政府データが使いや

すくなれば、民間の情報産業での価値は倍増し、年間11

億ポンドに達すると評価されています。

2．LCDM推進フォーラム
LCDM（Life Cycle Data Management）とは、データ

の流通を円滑にするための基盤となる仕組みです。デー

タが特定のシステムやソフトに依存していると、異なる

システムでは利用できません。そこで、それぞれのデー

タ仕様を見える化する仕組み（メタデータ･レジストリ）、

システムに依存しないXML形式へ変換して流通させるし

くみ（アダプタ）、データ入手の窓口としての仕組み（ポ

ータル）などがデータ流通基盤です。

LCDMの実現を目的とした民間活動組織LCDMフォー

ラムが平成17年２月から２年間活動し、１年間の休止を

経て平成20年１月にLCDM推進フォーラム＊5として再開し、

本年２月10日に「活動成果報告会及び総会」を開催して

解散しました。

この５年にわたる活動の中で、LCDM技術仕様書、先行・

関連事例の調査、利用場面の分析、普及推進用リーフレ

ットなどを作成し、国の色々なICT施策への働きかけを

行ってきました。この結果、国土交通省のイノベーショ

ン推進大綱や内閣官房の次世代電子行政基盤等サービス

検討プロジェクトチーム中間報告書などに、LCDMの概

念が反映されています。

3．JACICの取り組み
JACICはフォーラムに特別会員として参加するとともに、

副会長（今岡亮司）を務めました。また、既にデータ流

通基盤が実用段階にある米国を、平成18年と21年の２回

調査しました＊6。また、平成18年12月、19年５月、21年

６月のJACICセミナーでLCDM関連の講演会を開催しま

した＊7。さらに、JACIC情報第93号では、「建設分野の

データ流通基盤」としてLCDMを特集しました。＊8

JACICが設置している社会基盤情報標準化委員会では、

情報連携基盤小委員会にレジストリ・ポータル検討WG

を設置し、データ流通基盤に関する検討を進めています。

さらに、平成21年７月に、我が国で初めて「データ仕様

の見えるサイト：JACIC/LCDMレジストリ＊9」を開発し、

試験公開を開始しました。

4．今後の方向
データ管理やアプリケーションをネット上のサービス

として提供するクラウド化が進んでいます。このような

開かれたネット中心の環境でデータのパワーを最大限に

活かすためには、LCDM推進フォーラムが提唱してきた

データ流通基盤がますます重要となります。

5．関連事項のＵＲＬ
*1：http://www.recovery.gov/

*2：http://www.data.gov/

*3：http://data.gov.uk/

*4：http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/

               strategy/assets/power_information.pdf

*5：http://www.lcdm-forum.jp/

*6：http://www.jacic.or.jp/hyojun/library.html

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

*8：https://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html

*9：https://www.registry.jacic.or.jp/lcdmAdmin/html/

                UserRegistryTop.html

（標準部　部長　秋山実）
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CALS/ECエキスパート
（RCE）

東京
平成22年７月１日（木）
～平成22年７月２日（金）

大阪
平成22年７月６日（火）
～平成22年７月７日（水）

1．はじめに

地方公共団体等へのCALS/ECの導入・普及を支援す

る「CALS/EC地方展開アクションプログラム（全国版）」

（平成13年）には、CALS/ECインストラクター育成事業

が位置づけられています。

また、昨年公開された「CALS/ECアクションプログ

ラム2008」の目標－⑥に「CALS/ECの普及」が掲げら

れており、このための技術者育成が急務となっています。

CALS/EC資格制度には、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、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。

2．平成22年度「CALS/EC資格試験」の概要

平成22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。

両試験とも「改訂－公共事業受発注者のための－

CALS/ECガイドブック」（JACIC編集・（財）経済調査

会発行, http://www.cals.jacic.or.jp/topics/012.html）

及び平成21年４月～平成22年３月末の情報を網羅した「改

訂追補版テキスト」を公式テキストとします。

3．おわりに

平成22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

一人でも多くの方が、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　主任研究員　光本 純）
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平成22年度「CALS/EC資格試験」のご案内

CALS/ECコーナー

図１　平成22年度「CALS/EC資格試験」の日程

CALS/ECインストラクター
（RCI）

CALS/ECエキスパート
（RCE）

受験申込　　　平成22年４月１日（木）～５月７日（金））

試験実施概要公表　　　平成22年３月25日（木）

合格発表　　　平成22年９月30日（木）午前10時

合格証交付　平成22年10月１日（金）（郵送）

登録　　　　  平成22年10月１日（金）～

資格者としてCALS/ECを普及・推進

書類審査

改訂追補版テキスト送付

平成22年６月15日（火）頃

筆記試験※１ 面接試験※１、※2

東京・大阪
平成22年７月25日（日）

HPに掲載

HPに掲載

試験日はいずれか１日

※１　試験は、「改訂－公共事業受発注者のためのーCALS/ECガイドブッ
ク」（JACIC編集・（財）経済調査会発行）及び平成21年４月から平
成22年３月末までの情報を網羅した「改訂追補版テキスト」から
出題される。なお、ガイドブック、テキストに記載のある要領・
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。

表１　平成22年度「CALS/EC資格試験」の要領

CALS/ECインストラクター（RCI）試験

受験資格

試験方法

受験料

主な役割

CALS/ECエキスパート（RCE）試験

受験資格

試験方法

受験料

主な役割

年齢が20歳以上の者。（平成22年4月1日現在）

筆記試験※１

15,000円

・職場内研修講師

・職場外セミナー講師

・職場内IT環境整備（電子入札・電子納品）

・電子成果品の作成・確認・照査

・電子検査対応支援  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。

書類審査及び面接試験※１、※２

15,000円

RCIの役割に加え、

・公共事業実施機関等が主催する職員向け研修

　や受注者向け説明会の講師

・大規模な講習会・セミナー等の講師

・公共事業実施機関等が発注する導入支援業務

　の管理・担当技術者

・CALS/EC関連委員会等の委員  等
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平成21年度ＲＣＣＭ資格試験合格発表

　平成22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22年度ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会の実施

JACIC便り

№

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

開催地 開催日 会場名 ＴＥＬ 定員住　　所

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

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

名古屋国際会議場

大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

八丁堀シャンテ

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

名古屋市熱田区熱田西1-1

大阪市北区中之島5-3-51

広島市中区上八丁堀8-28

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

052-683-7711

06-4803-5555

082-223-2111

087-823-4550

092-844-8111

098-859-6234

300

300

400

400

160

300

300

150

140

390

180

8/ 5（木）

8/ 3（火）

8/ 4（木）

8/ 9（月）

7/28（水）

7/28（水）

8/ 9（月）

8/ 3（火）

8/ 4（水）

7/30（金）

7/27（火）

平成22年度ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会の会場

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
建設情報

　　　　合　　計

830
105
11

1,357
20
228
344
297
143
49
190
180
348
404
51
284
256
21
17
85
20
186

5,426

382
46
6

442
9
78
127
99
62
23
85
74
139
200
29
95
140
11
9
45
12
79

2,192

46.0
43.8
54.5
32.6
45.0
34.2
36.9
33.3
43.4
46.9
44.7
41.1
39.9
49.5
56.9
33.5
54.7
52.4
52.9
52.9
60.0
42.5

40.4

部門名 受験者数 合格者数 合格率

部門別合格者数

（経営企画部　参事　矢田敬）
※６月１日よりヒルトン福岡シーホーク

　平成21年11月８日（日）に実施された平成21年度の

RCCM資格試験の結果が、平成22年３月１日（月）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5,426名と昨年比で約16%増加しています。

合格者数は2,192名と昨年比で約35%増加しています。合

格率は40.4%で昨年より約６%高くなっています。

　受験者数が最も多かったのは道路部門で1,357名、最も

少なかったのは電力土木部門で11名、今回から新設され

た建設情報部門は186名でした。合格率が最も低かったの

は道路部門で32.6％、最も高かったのは廃棄物部門で60.0

％、今回から新設された建設情報部門は42.5％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41,871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。

（経営企画部　参事　矢田敬）
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コリンズ・テクリスの登録件数の状況

テクリス登録件数前年同月比較（契約額500万円以上）コリンズ登録件数前年同月比較（契約額500万円以上）

国の機関 地方公共団体 国の機関 地方公共団体

前
年
同
月
比

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

前
年
同
月
比

（平成21年12月～平成22年2月）
コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成21年12月～平成22年2月）は次のとおりです。

●コリンズ ●テクリス

12月 １月 ２月

1.2

1.0

0.8

0.6
12月 １月 ２月

コリンズの登録件数（契約額500万円以上） テクリスの登録件数（契約額500万円以上）

12月

地方公共団体

1,971

（0.98）

26,114

（1.09）

１月

1,377

（0.87）

19,251

（1.08）

２月

1,500

（0.84）

14,786

（1.11）

国の機関

12月

地方公共団体

1,286

（0.89）

2,697

（1.06）

１月

830

（0.67）

2,093

（1.06）

２月

498

（0.63）

1,603

（0.95）

国の機関

（　）：前年同月比（　）：前年同月比

（経営企画部　参事　矢田敬）
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JACIC通信

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

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

（　）：前年同月比

3,221
（1.42）
4,084
（1.07）

2,636
（0.90）
2,526
（0.89）

2,436
（0.71）
2,690
（0.87）

４月
3,591
（0.97）
2,160
（0.95）

５月
4,802
（1.19）
3,409
（1.18）

６月
6,700
（1.50）
4,220
（1.20）

７月
5,253
（1.33）
3,951
（1.31）

８月
3,521
（0.93）
6,678
（1.70）

９月
2,984
（0.75）
3,148
（0.87）

10月 11月 12月
6,129
（0.83）
 788
（0.32）

１月
6,666
（0.84）
 2,505
（0.73）

２月

案件登録件数

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 ９月 １月 ２月１０月 １１月 １２月

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。

前
年
同
月
比



近畿地方センターは、関西地区の２府５県を担当地域
として、平成６年９月に設立され、平成22年度には17年
目を迎え、さらなる国土交通行政の支援を目指し業務の
推進を図っています。
以下に平成21年度の主な活動と平成22年度の活動方針
を紹介します。

【電子入札コアシステム】
◇普及状況
平成21年末の全国での電子入札コアシステムの利用状
況は、584団体です。近畿管内では全ての府県政令市で、
また37市町村等で利用されています。
平成22年度は市町村で未だ利用されていない滋賀県・
和歌山県域を重点に奈良県及び京都府域で更なる普及を
図るとともに共同利用の大阪府、兵庫県、福井県での普
及支援活動を行っていく予定にしております。
◇電子入札近畿連絡会議
コアシステムを導入し運用している27発注機関、36名
の方の出席のもと、平成21年８月５日電子入札連絡会議
を開催しました。
本年は各関係機関から多くのご意見をお伺いすること
を目的に、議長を京都府指導検査課　市田副課長様にお
願いし、意見交換を実施しました。平成22年度も開催す
る予定にしておりますので各機関の積極的なご参加方よ
ろしくお願いします。

【コリンズ・テクリス】
コリンズ・テクリスの新登録システムを８月18日にリ
リースしました。リリース当初は電話が繋がりにくい等
お叱りを受けましたが、その後落ち着いてきております。
御礼申し上げます。
◇コリンズ登録の義務付状況
平成21年末で約97％の発注機関において登録の義務付
がなされています。
平成22年度は、全ての発注機関で登録の義務付をお願
いする予定にしております。
◇コリンズ検索システムの利用状況
検索システムは、平成21年末迄で全発注機関のほぼ半
数以上が利活用されています。その内訳は府県・政令市
で100％、市関係で約76％、町村で約30％です。

平成22年度は、全市で、また町村では50％以上の利用
を目指します。
◇テクリス登録の義務付状況
平成21年末で約94％の発注機関において登録の義務付

がなされています。
平成22年度は、全ての発注機関での登録の義務付をお

願いする予定にしております。
◇テクリス検索システムの利用状況
検索システムは、平成21年末迄で全発注機関の約31％

で利活用されています。その内訳は府県で100％、政令
市で75％、市関係で約40％、町村で約18％です。
平成22年度は２月４日に新検索システムのリリースを

受け、人口20万人以上の未利用の市において、利活用を
お願いする予定です。

【建設ＩＣＴの振興】
◇RCCM資格試験準備講習会
JACIＣではシビルコンサルティングマネージャ（RCCM）

の資格試験の受験準備講習会を開催しています。
平成21年度は、資格試験が平成21年11月８日（日）に実

施されるのに先立ち、受験準備講習会を７月27日（月）大
阪国際会議場（グランキューブ大阪）で開催し、303名
の方に受講していただきました。
平成22年度も実施する予定ですので、多くの方の受講

を期待しております。

【広報活動】
◇建設技術展
　JACIＣが事業展開する建設分野の効率化に関する事
業紹介、CALS／EC理解度チェックソフト、災害復旧効
率化支援ソフト、コリンズ・テクリス等の普及を図る目
的で、技術展に出展し、啓発活動を行っています。
平成21年度は、12月２日（水）～３日（木）に、大阪市内
で開催の“建設技術展 2009 近畿”に出展しました。全
体で13,000人以上の来場者を数え、盛況のうちに幕を閉
じました。コリンズ・テクリス新登録システムのリリー
ス後ということもあり、当センタ－ブースにも多くの方
にお立ち寄りいただきました。ありがとうございました。
　

注：数値は、JACIＣ近畿地方センタ－調べです。
（近畿地方センター　センター長　今井範雄）

近畿地方センター活動報告
地方便り

２０１０.４月号

建設技術展2009近畿の模様
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電子入札連絡会議の模様
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【建設行政ニュース】

９日　下請債権保全支援事業の創設等について

 （総合政策局）

10日　観光関係者による官民の幅広い力を結集します!!

 （関東運輸局）

12日　「VJC魅力ある日本のおみやげコンテスト2010」最終

審査結果について （観光庁）

15日　「日  ASEAN国際建設・環境多国間会議」の結果概要

 （総合政策局） 

23日　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律の一部を改正する法律案について

 （河川局）

25日　（お知らせ）「グリーンウェイブ2010」の実施について

 （総合政策局）

26日　MBRの一般評価が終了～全国に適用可能な下水処理方

法として評価～ （都市・地域整備局）

26日　社会資本整備審議会、交通政策審議会及び国土審議会

の委員について （総合政策局）

ニュースの詳細については、JACIC NETの「過去記事」を検索していただ
くと記事内容が表示されます。

【公募情報（国・独法等）】140件【公募情報（地方公共団体）】2,061件

JACIC刊行物のご案内

価格は総額表示方式による金額です。★印の刊行物は送料も含んでいます。
※印は２度目以降の方に、リピーター料金（￥4,990）の適用があります。
①総務部〔03-3505-2981〕　②建設コスト研究部〔03-3584-2401〕　③システム高度化研究部〔03-3584-2402〕　
④システム高度化研究部GIS室〔03-3584-2403〕　⑤CALS/EC部〔03-3505-0436〕　

2003建設技術ハンドブック

2004最新建設技術ガイドブック

JACIC情報
CD-ROM版JACIC情報
河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説
（平成9年6月）

100mメッシュ延床面積データ

パンフレット指定・任意の正しい運用について
（H15.8.1発刊）★

ボーリング柱状図作成要領（案）解説書改訂版

GISと市町村合併

地方公共団体のためのWeb GIS導入マニュアル

GISデータブック2010

地図を使ったWebサイト作成ガイド

災害復旧効率化支援システムPhotog-CAD★

CALS/EC理解度チェックソフト2009年度版

名　　　称 内　　　　容
内容
問合

価格（円）

建設技術研究開発の基本方針、技術開発に関する諸制度、技術管理の
最新情報、入札・契約制度、コスト縮減、積算関係、建設技術開発、
技術管理業務等をわかりやすく紹介。

国土交通省等で行われる河川定期縦横断測量業務の実施方法、成果、
電子情報化等についての標準的な手法を掲載。

平成10年度から14年度までの５年間に「建設技術評価制度」「民間開発
建設技術の技術審査・証明事業」「建設技術審査証明事業」で評価、証
明された最新建設技術を掲載。
JACICの機関誌で、建設関連情報や、多様化する建設の動きを紹介したもの。
JACIC情報創刊号から59号までの記事を集録。

治水経済調査における家屋資産額算出時に必要となる延床面積のデータ。

積算システム基準書の設計変更の正しい運用について趣旨の周知と徹
底について解説。
ボーリング調査後に発注者へ提出する「ボーリング柱状図」の作成様式及びそ
の記入方法を記した「ボーリング柱状図作成要領（案）」の解説書。
複数の市町村間で別々に整備された地図データの共有化について検討し、
さまざまな課題の解決策を提示。GISや地図に関する問題・課題をGIS
という立場から平易に解説。
地方公共団体が運用するWeb GISの先進事例の紹介と、導入前から導
入基本計画、設計、開発、運用及びメンテナンスに至るまでの課題を
整理し対応策を提示。
国内で販売されているGISソフトウエアと地図データベースを紹介。
行政・教育機関、民間企業、NPO法人及び個人の方に至るまで、だれ
もが手軽に様々な情報を地図上に重ね合わせて提供できる、地図を使
ったWebサイトを作成するための方法を実践的かつ分かりやすく解説。
総合単価を使った災害査定申請業務をデジタルカメラを用いた写真測
量技術とCADを融合させた現地調査・測量、設計・積算等、一連の作
業をシステム化したソフトウエア。査定申請以外にも利用可能。
CALS/ECに関する最新情報を取り入れた問題を搭載したテスト形式（五
肢択一）のe-learning教材。学習者の理解度、研修成果の確認が可能。

１部

１部

１部
１枚

１部

１部

１部

１部

１部

１部

１部

１セット

１部

１メッシュ
１ヶ

①

①

①
①

③

②

③

④

④

④

④

④

⑤

③

1,050

1,500

1,050
8,400

840

84
（5部から受付）

1,890

1,260

1,575

3,780

1,890

157,500

9,980
※
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