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１．はじめに

　前回は「社会基盤情報標準化推進計画2010-2012」の骨

子を紹介しましたが、今回は具体的な標準化課題につい

て紹介します。

２．本計画における2つの標準化活動分野

　本計画の策定に当たっては、新たな標準化ビジョンと

位置づけた「社会基盤の価値を活かすための11の提案」（平

成21年6月）の内容と、第三次計画で残された課題を中心

に、重要な課題で3ヶ年の計画期間で成果の見込まれる課

題に絞って選定しました。

　本計画における標準化活動分野は以下の2つです。

1）電子成果の共有、利活用に関する活動

2）データの交換と連携に関する活動

３．電子成果の共有、利活用に関する活動

　国以外に地方自治体など多様なニーズに対応できる柔

軟な要領案を検討し、社会基盤情報の電子化を促進します。

また、維持管理と施工に焦点を当てた電子データの交換・

管理・利用のあり方を検討します。

　具体的には、以下の3つの標準化課題に取り組みます。

1）多様な組織に対応した電子納品要領の整理・体系化に

関する取り組み

　国と自治体では、利活用ニーズの違いから同じ要領で

は十分に機能しないケースもあります。そこで、組織の

違いを考慮した電子納品要領の整理・体系化、利用環境

の提案、長期保存に適したデータ形式に関する検討を行

います。

2）維持管理段階における電子データの効果的活用に関す

る取り組み

　現行の電子納品データは、必ずしも維持管理段階での

利用には適していません。そこで、点検保守業務やアセッ

トマネジメントなど維持管理段階における効果的活用を

重点化した電子データのあり方や電子納品データを施設

単位に効率的に再整理する手法に関する検討を行います。

3）施工時の情報共有に関する取り組み

　工事施工中における受発注者間の情報共有システムの

利便性を高め、普及を促進するため、情報共有システム

間の連携や電子納品システムとの連携を視野に入れた検

討を行います。

４．データの交換と連携に関する活動

　データの交換や長期にわたる横断的なデータ利用を促

進する観点から、CADデータの利活用を踏まえたCAD製

図基準の改訂検討、データ連携のための共通コードに関

する検討、データのXML標準化と登録・流通・利用機構

に関する検討を行います。

具体的には、以下の3つの標準化課題に取り組みます。

1）CADデータ交換標準およびCAD製図基準に関する取

り組み

　CADデータ交換標準仕様（SXF）については、CAD

製図基準の複雑さに起因する負荷が大きいことが指摘さ

れています。そこで、属性セットの活用や標準図式データ・

CAD間の連携など、CADデータ交換標準の維持・普及を

進めるとともに、CAD製図基準の簡素化を合わせて検討

します。

2）共通コードに関する取り組み

蓄積された社会基盤情報を検索しやすくするため、位

置や施設に紐付いた共通コードをキーとして電子納品デー

タなどと連携を図る仕組みを検討します。

3）データのXML標準化と登録･流通・利用機構に関する

取り組み

社会基盤情報を広く公開・流通させる仕組みとして、デー

タのXML化の促進や用語・要素辞書の検討、標準レジス

トリ・ポータルの普及といった検討を行います。

推進計画の本文は下記URLからダウンロードできます。

http://www.jacic.or.jp/hyojun/suisinkeikaku2010-2012.pdf

（標準部　部長　秋山実）
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平成22年度   電子入札コアシステム地方ブロック会議
開催報告

CALS/ECコーナー

電子入札コアシステム開発コンソーシアム事務局では、

平成22年7月6日～29日にかけて地方ブロック会議（以後

「ブロック会議」という）を全国9ブロックにおいて開

催しましたのでその概要を報告します。

１．会議の位置づけ、目的
ブロック会議は、年1回東京で開催されるコアシステ

ムユーザ会議（以後「ユーザ会議」という）の地方版と

して位置づけ、各ブロックにおける身近なユーザ間の情

報・意見交換等を行うことにより、円滑な電子入札の開

発・運営が図られることを目的として平成17年度から開

催しています。

ブロック会議において討議検討された項目、先行事例、

機能改良等の要望等より、重要な項目はユーザ会議の議

題としてあげられます。

２．会議概要
①各ブロック会議の日程と参加状況
・北海道（札幌市）：平成22年7月26日（4団体）

・東北（仙台市）　：平成22年7月21日（7団体）

・関東（中央区）　：平成22年7月29日（15団体）

・北陸（金沢市）　：平成22年7月 6 日（22団体）

・中部（名古屋市）：平成22年7月14日（5団体）

・近畿（大阪市）　：平成22年7月13日（39団体）

・中国（広島市）　：平成22年7月27日（6団体）

・四国（高松市）　：平成22年7月22日（12団体）

・九州（福岡市）　：平成22年7月23日（14団体）

②ユーザ間の情報交換
各ブロック会議の開催に先立ち、各ユーザの抱えてい

る悩みや課題、情報交換したい事項、事務局への確認事

項等を収集し、同ブロック内の各団体に事前配布して意

見をご用意いただきました。

会議では、各団体の現状を紹介いただくとともに、質

疑応答、情報の紹介等、以下のような項目について情報

交換が行われました。

（情報交換等）
・各団体による改良検討や機能拡張等における事例紹

介及び課題解決の紹介

・ヘルプデスクの費用や運用、トラブル時の運用の切

り替え方法

・JRE1.3の利用を終了するための課題

・共同利用を行うにあたっての費用負担の考え方や参

加促進などに関する情報提供

・その他、事務局へのコアシステムの機能等に関する

確認

　上記の項目以外に、未導入団体が多く参加したブロ

ックでは、電子入札の導入検討状況や導入にふみ切れ

ない理由等の貴重な情報を提供していただきました。

③コンソーシアム事務局からの情報提供
事務局からは、コアシステムに関する最新の情報と

して以下の情報提供を行いました。

・事後審査機能のリリース（リリース報告）

・Windows7への対応状況と今度の予定

・暗号アルゴリズムの移行について

・認証局関連の情報提供

（Windows7対応）
コアシステム本体は、すでにWindows7での動作確

認が完了しています。また、8月初旬に民間認証局と合

同で接続確認を行い、本年10月を目標に民間認証局の

対応が完了するように準備を進めています。しかし、

LGPKIを利用中の発注者側の対応については、LGPKI

の担当機関による対応の目処がたっておらず、未定と

なっています。

今年度の会議では、各ブロック共にWindows7対応

への関心は高く、機器の更新等を予定している団体や、

既に庁内のPCの更新が開始されている団体もありまし

た。

また、新規の入札参加者がWindows7の利用を希望

していることもあり、早々にWindows7対応を検討し

ている団体もいくつか見受けられました。

（暗号アルゴリズムの移行）
暗号アルゴリズムの移行に関しては、関係機関のス

ケジュールや現状の情報提供を行い、コアシステムの

対応予定次期等の説明を行いました。これに対しユー

ザからは、予算等の関係から、改修規模に関する情報

等をなるべく早期に提供してほしいとの要望がありま

した。

３．終わりに
　昨年度に引き続き、特別会員会議と合わせてユーザ

会議の開催を予定しており、ユーザ会議では、ブロッ

ク会議で行われた議論をもとに議題を決定しユーザ間

の意見交換を行う予定です。

各ブロックでの会議を通じていただいた意見や要望

を受け止め、今後のコアシステムの改良等に役立てて

まいります。参加、討論、有り難うございました。

　（CALS/EC部　主任研究員　菊地修）
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ICCCBE2010＆EG-ICE10参加報告
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１．ICCCBEとは

　ICCCBEとは（International Conferences on Computing 

in Civil and Building Engineering: 土木・建築工学にお

けるコンピュータの活用に関する国際会議)の略称です。

この国際会議は、大陸間の持ち回りで開催する会議であり、

前回は2008年10月に中華人民共和国の清華大学で開催し

ました。

　今回参加したICCCBE2010＆EG-ICE10は、2010年6月

30日（水）～7月2日（金）【現地日程】にかけて、英国の

The University of Nottinghamにて開催され40カ国より

253の大学や研究機関が参加しました。

　http://www.engineering.nottingham.ac.uk/icccbe/

２．The University of Nottingham

　The University of Nottingham※は、英国中心部のノッ

チンガムシャー地方に位置し、実践的な教育を行う大規

模な総合大学であり、研究大

学として英国のトップクラス

に数えられ、大学ランキング

でもトップ10の常連校であり、

2003年には2人のノーベル賞

受賞者を輩出しています。メ

インキャンパスは市の中心部

から約5キロの郊外にあり、

緑の美しい広々とした環境に

位置しています。

※ウィキペディアより、一部引用・加筆修正

３．参加した国際会議等（要旨）

　主な発表分野は、

①BIM & Knowledge Management

②Computational Mechanics

③Construction and Management

④Design Support and optimisation

⑤Education

⑥Simulation and Visualization

　の６分野があり、442件の投稿論文より、２度の査読審

査を通過した303件の発表が行われました。

　参加要請を受けた会議等は、以下のとおりです。

（1）Day１（6月30日）ASCE Global Center of Excellence 

in Computing

ASCE（米国土木学会）における情報化事例や動向につ

いての発表がありました。米国ではBIMが建築分野にお

いて、適用される事例が増えてきているが、導入事例は

大手ゼネコンや専門業者が主体であり、サブコン（中小

建設業者）ではあまり進んでいないとの報告がありました。

（2）Day2（7月1日）

1）EG-ICE Assembly

　英国土木学会の組織体系や活動事例の紹介があり

ました。

2）ASCE TCCIT EDU Committee Annual Meeting

　米国土木学会を主体とした、土木・建築技術者に

対する教育訓練の必要性についての紹介がありました。

　近年の土木における情報化施工や建築における

BIMにおいては、従来の土木・建築技術の知識に加え、

情報処理技術を身につける必要性があるとともに、

資格等として評価する可能性についての議論がなさ

れました。

（3）Day3（7月2日）【論文発表】

・セッション；Simulation and Visualization

・論文名；Preliminary inspection about the profit of 3D

               data in public works

　既存の橋梁設計・施工成果を例に、現状の業務プロセ

スにおいて流通している情報を利活用することで得られ

る効果（作業の廃止や作業時間の短縮等）の予備的検証

を行った事例についての発表を行いました。 

４．おわりに

　国際会議の参加にあたり、ご協力頂きました関係各位

に対して心からの感謝の意を表します。

（CALS/EC部　主任研究員　影山輝彰）
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シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の資

格制度が、平成3年度に創設され、今年度で20年目とな

りました。JACICは昨年に引き続き、国土交通省後援の

下、「平成22年度RCCM資格試験準備講習会」を7月下

旬から8月初旬に全国11会場で開催しました。

本年度も「テキスト」を最新の内容に改訂するとともに、

「想定問題・解答」の専門技術知識に昨年度の問題傾向

を取り入れ、巻末には平成19～21年度の 3ヵ年度の問題

を掲載しました。また、講習会当日には、問題 III解答論

文構成例を配布するなど、講習内容の充実を図ってきま

した。

右表に示しますように本年度の申込者数は 2,295 名、

出席者 2,178 名（出席率 94.9％）でした。今後も、建設

コンサルタント技術者の技術力向上とRCCMの普及を目

指し、講習内容の充実に努めます。

なお、RCCM資格試験は、（社）建設コンサルタンツ協

会が平成22年11月14日（日）に実施します。

平成22年度ＲＣＣＭ資格試験準備講習会終了

（経営企画部　参事　矢田敬）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成22年6月～8月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成22年６月～８月）は次のとおりです。

● コリンズ 
コリンズの登録件数（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 

● テクリス 
テクリスの登録件数（契約額500万円以上） 

 6月 7月

（　）：前年同月比

（経営企画部　参事　矢田敬）

（　）：前年同月比

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

1.5 
1.4 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6
6月 7月 8月

前
年
同
月
比

国の機関 地方公共団体 国の機関 地方公共団体

6月 7月 8月

前
年
同
月
比

1,029
(0.72)

1,430
(0.65)

15,126
(0.96)

21,152
(0.93)

 6月 7月

994
(0.69)

1,263
(0.67)

2,819
(0.86)

3,862
(0.96)

8月

1,731
(0.88)

20,795
(1.28)

8月

1,211
(0.91)

3,576
(1.45)

申込者数と出席者数

開催地 開催日 申込者数 出席者数

札 幌 8/ 5 (木) 222   212  

仙 台 8/ 3 (火) 235  217  

東京１ 8/ 4 ( 363  332  

東京２ 8/ 9 (月) 289  273  

新 潟 7/28 (水

水

)

)

76  74  

名古屋 7/28 (水) 241  236  

大 阪 8/ 9 (月) 315  303  

広 島 8/ 3 (火)  99    96  

高 松 8/ 4 (水) 104  100  

福 岡 7/30 (金) 264  250  

沖 縄 7/27 (火)  87  85  

合 計 2,295  2,178  

JACIC便り
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北陸地方センター活動報告
地方便り

　JACIC 北陸地方センターでは、北陸地域３県（新潟県、

富山県、石川県）の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・テクリス等のサービス

の提供、普及支援、広報活動等を行っております。

　その中から、北陸地方センターからのお知らせと、平

成2２年度の主な活動状況をご紹介します。

【お知らせ】

■北陸地方センターの移転

　北陸地方センターは、平成22年6月28日に、下記へ移転

しました。　

　　〒951-8126

　　新潟市中央区学校町通1番町12番地 市役所前ビル6階

　　電話 025-228-0856　Fax 025-228-0857

　これまで入居していた建物の別の階へ移転です。電話

番号、Fax番号はこれまでと変わりはありません。

　コリンズ・テクリスやCALS/ECについてのご相談など、

お気軽にお立ち寄りください。

　

新しい北陸地方センターの様子

　

【平成21年度の活動概要】

■新「コリンズ・テクリス検索システム」の利用拡大

　北陸地方センターでは、平成22年5月27日にJACICが新

たにリリースした、「コリンズ・テクリスの新しい検索

システム(Web版)」の利用拡大を図っております。

　現行システムをご利用いただいている発注機関を対象に、

新システムの出前デモンストレーションやダイレクトメー

ルによるお知らせ等を通じて、新システムと現行システ

ムとの並行利用をお願いしているところです。

　その結果、現時点で地整や３県において並行利用が行

われ、さらに、現在コリンズ・テクリス検索システムを

ご利用いただいている38市町村の中では、約8割の30市町

村で並行利用していただいております。

　今後もこれらの取り組みを重点的に行っていきたいと思っ

ておりますが、出前デモ等のご要望がありましたら、北

陸地方センターまでご連絡願います。お待ちしております。

　

■「電子入札連絡会議（北陸ブロック会議）」の開催

　平成22年7月6日石川県庁において、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20機関（新潟、富山、石川の3

県と各県の市町村）から入札契約担当者27名のご参加を

いただき、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。

　また、会議に先立ち、前述した新コリンズ・テクリス

検索システムのデモを実施したところ、7機関20名から参

加いただきました。　

新コリンズ・テクリス検索システムのデモの様子

■「RCCM資格試験準備講習会」の開催

　平成22年7月28日に、昨年に引き続き、RCCM資格試験

受験者のための講習会を新潟市で開催しました。

　当日は、暑い中にも係わらず74名の参加があり、熱心

に受講していただきました。　

　ご参加いただいた全員の合格をお祈り申し上げます。

　

RCCM資格試験準備講習会の様子

（北陸地方センター　センター長　穂苅正昭）
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会員情報の変更は下記のURLにアクセスして下さい。
http://www.jacic.or.jp/henkou.htmlお知らせ

ISO9001 印刷・製本　交文社印刷（株）

■編集・発行

JACIC news　平成２２年１０月１日発行　第三種郵便物認可

e-BISCコーナー

項　目 質　問 回　　　答

システム

共通

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

地方自治体などの電子入札
システムで利用しているICカ
ードは国土交通省電子入札
システムで利用できますか。

Windows 2000 
Professional SP4や
Windows XP SP2の端末
で従来通り国土交通省電子
入札システムを利用できます
か。

通常の電子入札コアシステム対応ICカードであれば国土交通省電子入札システムでも利用
可能です。ご不明な場合はICカード発行元認証局にご照会ください。
ただし、国土交通省電子入札ではICカード名義人が企業等の代表者または権限の委任を
受けた者である必要があります。

「Windows 2000 Professional SP4」「Windows XP SP2」および「Windows Vista 
（SPなし）」については、Microsoft社のサポートが終了したことに伴い国土交通省電子入
札推奨環境から除外いたしました。これらのＯＳ環境では国土交通省電子入札システムが
ただちに利用できなくなることはありませんが、今後脆弱性が発見された場合や新たな問題
が発生した場合にはサポートを行えません。お早めに電子入札推奨環境内の他のOS（Windows 
XP SP3、またはWindows Vista SP1）への移行をお願いいたします。

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

JACIC刊行物のご案内

価格は税込みによる金額です。★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〕
購入方法の詳細は、http://www.jacic.or.jp/books/をご覧ください。

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2010年度版

名　　　称 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。
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〒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
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