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１．会議の趣旨と経緯
平成22年8月5日・6日の２日間、ホテルはあといん乃木

坂において、（社）土木学会情報利用技術委員会（委員長：

吉清孝）とJACICは、共同主催による第6回アジア建設

IT円卓会議を開催しました。

同会議は電子調達・バーチャルコンストラクション・

GISなど近年アジア各国でも活発になっている建設分野

へのIＴの利用について、アジア各国の建設ITに関わるキー

パーソンを集め、技術開発や技術政策のあるべき方向に

関する議論を行い、継続的な人的ネットワークを構築す

ることをねらいとして、平成17年度から毎年１回開催し

ている会議です。

会議状況

２．今回のテーマと海外からの招聘者
昨年は、「バーチャル・コンストラクション（仮想建設）」

を特別テーマとしましたが、今回は「電子調達」を特別テー

マとして開催しました。そのため、中国・韓国をはじめ

シンガポール・フィリピン・タイから各関係部署の政府

担当官を招聘しました。またアジア開発銀行(ADB)から

も電子調達の専門官に来て頂くことになりました。

３．会議内容
　会議は、柴崎亮介東京大学教授を議長にして、プレゼ

ンテーションと質疑応答を中心に行われました。第１日

の午前中は、継続事項プロジェクトの状況報告、各国の

ナショナルレポートが、そして午後はJACIC秋山標準部

長を座長に「電子調達」に関する特別セッションが行な

われました。

　第２日は、午前中主催者報告として、JACICから「コ

リンズ・テクリスシステムの概要」を発表しました。午

後は参加者からの追加報告および議長による総括と次回

への作業項目がまとめられました。

　海外からの招聘者一覧

　

４．電子調達に関する国際比較
特別セッションでは、「ADBにおける電子政府調達の

政策と実践」という報告をはじめ、各国での電子調達制

度の比較と情報交換を行いました。

ADB首席専門官 黄氏は電子調達がコスト削減だけで

なく、調達における透明性の確保・不正防止の効果もあ

るとして積極的に普及活動を行っているとの報告がなさ

れました。

各国の現状について、ネットでの入札情報の公開につ

いては参加国全てでサイトを公開・運用中であるものの、

電子入札システムの導入は日本と韓国および中国の一部

で実施されていることが明らかとなりました。さらに韓

国では「公共調達庁（PPA）」設立以来、中央アジアや

アフリカにまで積極的に売り込み活動をしている実態も

報告されました。

この中でJACICは電子入札システムにおける「コアシステ

ム」について紹介し、各国参加者の注目を浴びました。

５．次回はソウルにて開催
次回2011年（第７回）の開催については、韓国側からソ

ウル開催が可能という提案があり、了承されました。

会議の内容に関しては、今後「建設情報研究所研究発

表会」（JACIC主催：平成22年10月27日開催）でも報告す

る予定です。

また、プレゼンテーション資料、議事録等は以下のア

ジア建設IＴ円卓会議のサイトで公開しています。

http://www.jacic.or.jp/acit/index_ j.html

　　　　　　（標準部　主任研究員　河内康）
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第8回 研究助成事業成果報告会のご案内

JACICでは、当センターの設立目的に適合した研究企

画案に対し、研究助成を実施しています。平成21年度は

11件のテーマについて実施をいたしました。

この度、以下に示すプログラムで研究助成事業成果の

報告会（参加費：無料）を開催いたします。当センター

の賛助会員の皆様をはじめ関係各位、また一般の皆様

のご参加をお待ちしています。参加申込書はホームペ

ージ（http://www.jacic.or.jp/）をご覧ください。

本報告会は、「土木学会CPD」及び「日本測量協会CPD」

プログラムとして認定予定です。

開催日時：平成22年11月15日（月）10：25～15：50

開催場所：ホテルはあといん乃木坂（東京都港区南青山1-24-4）Ｂ１Ｆ　フルール

定　　員：200名

（経営企画部　上席参事　落合清二）

JACIC便り
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社会基盤情報標準化セミナー2010（名古屋、広島）
開催報告

社会基盤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活動の紹介と、

標準化に関連するテーマを中心に年2回開催してきました。

今年度は9月7日に名古屋市中村区の愛知県産業労働センター

（通称：ウィンク愛知）で、9月14日に広島市中区の広島

YMCAホール国際文化ホールで開催しました。

当日は両会場とも天候にも恵まれ、名古屋会場では92名、

広島会場では167名の参加がありました。

両会場とも参加者の80％前後がコンサルタントや建設

業など民間の方でした。9月は地方自治体の議会が開催さ

れており、地方自治体からの参加がほとんど無かったの

が今後の課題です。

会場風景（名古屋）

講演内容は二つのテーマを両会場共通とし、それぞれ

の会場では自治体の事例等二つのテーマを加えました。

共通のテーマの一つは、国土交通省が2012年度までに、

道路や河川土木工事などで標準的な工法として定着させ

ることを目標にしている情報化施工について、大阪大学

大学院矢吹教授に「3次元情報の活用と情報化施工」と題

して講演を頂き、もう一つは社会基盤情報標準化推進三

箇年計画が終了し、次期推進計画が「社会基盤情報標準

化推進計画2010-2012」として策定されたことから、

JACIC審議役兼標準部長の秋山が「標準化推進計画2010-

2012」と題して次期推進計画の具体的な内容を解説しま

した。

それぞれの会場では共通テーマに加えて名古屋会場で

は標準部主任研究員の川上から「SXFの現状と今後」と

題して、ＳＸＦの開発経緯からＳＸＦブラウザの課題等

や新しいブラウザなどについて、また地方自治体の事例

として千葉県市川市市民経済部商工振興課の大場副主幹に、

市川市のGIS行政利用について「地理空間情報活用推進

基本法と地方公共団体」と題して、地図情報レベル2500

を応用したシステムの事例等を紹介していただきました。

広島会場では共通テーマに加えてCALS/EC部電子納

品室長の植田から「情報共有システムに関する新たな取

組み」と題して、情報共有の有用性やその手法などにつ

いて、地方自治体の事例としては高知県土木部道路課の

岡崎チーフに「道路資産アセットマネジメントシステム

の運用」と題して、高知県としてアセットマネジメント

検討委員会を立ち上げて県の実情にあった戦略的な維持

管理の実施状況などを講演して頂きました。

参加者からは「参考になった」、「自治体の事例が参考

になった」等全体的に標準化セミナーを評価していただ

いた意見が大半でしたが、「もっと具体的な話が聞きたい」

などの意見もありました。

セミナーへの参加理由では「情報収集」が75％、「国

土交通省の政策確認」が10％でした。

広島会場での理事長の挨拶

標準部では、今後も社会基盤情報標準化委員会の成果

を利活用して頂くよう広報に努めるとともに、次期推進

計画を確実に実行していきます。

講演の内容は次のJACICのホームページに掲載してお

ります。

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

（標準部　主任研究員　勝部義生）



２０１０.１１月号

－4－

平成22年度「CALS/EC資格試験」合格者を発表

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6月国土交通省策定）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、平成21年3月に公開された「CALS/ECアクショ

ンプログラム2008」には目標―⑥として「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

（表1参照）、JACIC理事長が資格認定を行い、社団法人

建設コンサルタンツ協会に試験の実施および資格登録を

委任しています。
　

２．平成22年度「CALS/EC資格試験」の実施状況と結果

平成22年度の試験は図１の日程で実施されました。

試験の結果は表２のとおりです。RCI試験では「公共

事業の執行」および「電子納品」の分野、RCE試験では「情

報の標準化」に関する設問において得点の低い傾向が見

られました。

また地域別合格者数を図２に示します。合格者総数は

関東地方が最も多く、九州地方、近畿地方、中国地方が

これに続く傾向は、従来のとおりです。

　

３．おわりに

電子納品の質的向上のため、RCI、RCE等の有資格者

が活用される場面が増えています。今回合格された受験

者の方がRCI、RCEとしての登録手続きを完了され、そ

れぞれの活動分野において新たな有資格者としてのご活

躍を開始されることを期待しております。

（CALS/EC部　主任研究員　奥田暁）

図1　平成22年度「CALS/EC資格試験」の流れ

表１　CALS／EC有資格者（RCI、RCE）の諸元

表2　平成22年度RCI試験・RCE試験の受験状況と結果

図2　 平成22年度RCI試験・RCE試験の地域別合格者数

RCI RCE

主に所属する職場内における
研修等の講師、職場外におけ
る小規模（40～50人程度）なセ
ミナー等の講師、および電子
成果品の作成・確認・照査な
どを行う。

受験資格：20歳以上（経験・
経歴は問わない）　　　　　
　

筆記試験

登録者2,836名

R C I の 役 割 に 加 え て 、
CALS/ECの導入にあたり地方
自治体等が実施する職員およ
び受注者向けの大規模な説明
会の講師、導入支援業務を行
う。

受験資格：公共事業に関する
実務経験が６年以上など十分
な職務経験が必要。

面接試験

登録者362名

継続教育による2年更新

（登録者数は平成22年9月1日現在）

CALS/ECコーナー
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中部地方センター活動報告
地方便り

JACIC中部地方センターは、平成７年４月のセンター開

設から今年で16年目を迎え、コリンズやテクリスのお問

い合わせへの対応、公共事業に関わるCALS／ECの普及

と支援、その他広報活動を行っております。

平成22年度の主な活動についてご紹介します。

　

■ 社会基盤情報標準化セミナー2010（名古屋）開催

　社会基盤情報標準化セミナーは社会基盤情報標準化委

員会のＰＲと策定標準の普及のため年２回地方で開催さ

れており、今年度は地方への一層の促進を図る目的で名

古屋と広島で開催されました。名古屋では平成２２年９月７日、

愛知県産業労働センター（ウィンクあいち）に於いて、

　○３次元情報の活用と情報化施工

　○社会基盤情報標準化推進計画2010―2012

　○ＳＸＦの現状と今後

　○市川市ＧＩＳ行政利用について

について講演を行い、約100名の受講がありました。

　

社会基盤情報標準化セミナー（名古屋）の模様
　

■ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会の開催

JACICでは、ＲＣＣＭ（シビルコンサルティングマネー

ジャ）試験に先立ち、設計業務等の最近の課題や施策を

解説するとともに、ＲＣＣＭ資格試験受験のための講習会

を開催しました。

中部地区では、平成２２年７月２８日に名古屋国際会議場

に於いて開催し２３６名の受講がありました。

■ 中部ブロックコアシステムユーザ会議の開催

　平成２２年７月１４日に、「平成２２年度第１回中部ブロック

コアシステムユーザ会議」を名古屋市内にて開催しまし

た。

　岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・名古屋市の担当者

が出席し、各団体から電子入札システムの運用状況の紹

介や運用上の課題・改善要望などについて、意見交換を

行ないました。

　特にＯＳ等のバージョンアップに伴うシステムの改修

に関する問題や要望、運用していくなかで問い合わせの

多い事項などについて討議しました。

中部ブロックコアシステムユーザ会議の模様

■ 建設技術フェア2010 in 中部への出展

中部地方センターでは今年度も１１月４日（木）に開催予

定の「建設技術フェア２０１０ in 中部」への出展を計画し

ております。ＪＡＣＩＣが事業展開する建設分野の情報シス

テムについてご紹介いたします。

（中部地方センター　センター長　松本良一）



登録部門：電子入札施設管理センター

２０１０.１１月号

－6－

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）
         電話    03-3267-1225
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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）

他の府省や地方
自治体などの電
子入札システム
向けに利用して
いる端末は国土
交通省電子入
札システムで利
用できますか。

以下の条件を全て満たしている場合、当該端末は国土交通省電子入札システムにおいてそのまま利用できます。

１． 国土交通省電子入札推奨環境を満たした端末であること
 　詳しくはe-BISCセンターホームページの「電子入札推奨環境」（http://www.e-bisc.go.jp/environ
    ment.html）をご覧ください。
２． ご利用の他府省等が電子入札コアシステムを採用していること
　 コアシステム採用状況については電子入札コアシステム開発コンソーシアムの「コアシステム採用団体
　 一覧」（http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/parts/saiyou.pdf）をご覧ください。
３． コアシステム対応認証局発行のICカードを使用していること
　 企業等の代表者または権限の委任を受けた者を名義人としたコアシステム対応ICカードである必要があります。
４． 認証局提供の利用者ソフトウェアにより環境構築をしていること
　 ただし、仮想化ソフトウェアやJAVA環境切替ツールを利用した場合の動作は保証されていませんので
　 ご注意下さい。

なお、実際の利用にあたっては環境ファイル（java.policy）に国土交通省電子入札システムに関する追加
設定が必要となる場合があります。その他ご不明な点についてはICカード購入元認証局にご照会ください。

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

〒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
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html
JACICホームページ http : //www.jacic.or.jp/

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成22年7月～9月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成22年７月～９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） 

 7月 8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 

1.3 

1.1 

0.9

0.7 

0.5

1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6

7月 8月 9月 7月 8月 9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

前
年
同
月
比

1,430
(0.65)

1,731
(0.88)

21,152
(0.93)

20,795
(1.28)

 7月 8月

1,263
(0.67)

1,211
(0.91)

3,862
(0.96)

3,576
(1.45)

9月

2,126
 (0.60)

24,879
(0.88)

9月

1,363
(0.58)

3,323
(0.84)

JACIC便り


