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「電子入札コアシステム事業改善方針」及び
「コリンズ・テクリス事業改善方針」を策定

ニュースと解説
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4月号/No.263

平成２３年４月１日発行（毎月1回1日発行）

平成23年1月21日に電子入札コアシステム事業とコリン
ズ・テクリス事業の事業改善方針を策定しましたので、そ
の概要を報告いたします。

１．経緯
平成22年5月21日に行政刷新会議の事業仕分けを受け、
同年9月29日～10月15日において公共機関及び企業等を対
象にアンケート調査の実施、同年10月4日に第1回、同年
12月17日に第2回の双方の利用者会議を開催し、利用者の
御要望、御意見を拝聴して参りました。さらに、コリンズ・
テクリスにつきましては利用料金の見直しについて審議
をいただく「コリンズ・テクリス特別委員会」を設置し、
同年10月4日に第1回、同年12月20日に第2回の特別委員会
を開催しました。
これらを踏まえ、両事業の事業改善方針を策定いたし
ました。

２．「電子入札コアシステム事業改善方針」の概要
(1)機能・性能、体制
①強いニーズに鑑み、検討対象を工事・業務だけでなく
物品・役務にまで拡大する。また、暗号アルゴリズム移
行対応の機会にコアシステム機能の大幅な充実を図る。
②処理速度遅延の原因等について調査を行い抜本的な性
能改善を図る。
③サービスセンタの対応の迅速化を目指してユーザサポー
ト体制等の強化を行うとともに、アンケート調査の範囲
を共同利用の市町村に拡大するなど、より的確なニーズ
把握に努める。
(2)利用料金
①ライセンス料、保守料金については、暗号アルゴリズ
ムの危殆化対応、サポートの充実、コアシステム機能の
充実等を図りつつ、現行水準の維持に努めるとともに、
収支均衡を目指してコスト削減努力を行う。
②料金の使途及び収支概要を利用者会議で明示するなど
透明性の確保を図る。
③Saas方式が今後主流となることを見越しつつSLAにも
対応し、少額・少数利用の市町村への導入にも配慮した
料金体系の追加検討を行う。
(3)今後の取組
　今回の業務改善案に反映できなかった御意見につきま
して今後の業務運営の参考にさせていただくこととして
います。

３．「コリンズ・テクリス事業改善方針」の概要
(1)機能・性能、体制

①検索システムについては検索結果における表示件数を、
現行の10行から50行表示に改良する等、登録システムに
ついては、操作入力作業について使いにくい、煩雑とご
意見のあった各項目について、優先度を勘案して、随時
検討、改善していく。実績登録時の誤入力防止については、
チェック条件の見直し、ガイダンスの追加を実施する等。
②問い合わせへの対応は、今後とも、丁寧かつわかりや
すく説明するよう努めていく。電話による問い合わせ対
応は、今後とも、混雑状況を調査しながら、コストとの
バランスにも配慮し、必要に応じ問い合わせ体制強化を
検討していく。Ｑ＆Ａの充実を図るため見直しを行い利
用しやすいよう修正する予定である。
(2)利用料金
　利用料金について利用者アンケートの結果および利用
者会議における意見を踏まえ、特別委員会より以下の意
見をいただいた。
①財団の設立目的である建設事業の情報化・電子化を推
進するためには、関連するシステムの一体的運用を図る
ことが重要であり、個別事業の収支だけを取り上げるの
は必ずしも合理的ではない。
②事業を安定的に継続するためには、研究開発費も含めて、
少なくとも５年程度の将来の収支見込みを見る必要がある。
③料金見直しにより財団の提供するサービスを低下させ
ない。
(3)料金見直し財源
　共通管理費（人件費、室料等）の8％削減、各事業費（業
務の内製化、外注費等）の16％削減、標準化・自主研究
等事業（定常的な事業）の上限設定（全事業収入の5％）
等の経費縮減によりコリンズ・テクリス料金見直し財源は、
1.7億円/年とする。
(4)料金見直し（案）
　見直し（案）は、利用者会議での意見を特別委員会に
報告し、検索料金と登録料金のバランスを考慮し検索料
金６％(減収額0.3億円)、登録料金７％(減収額1.4億円)の引
き下げとする。財源1.7億円/円を捻出。
①登録料金（受注者）
中小規模案件について約10%引き下げ等。
②検索料金（発注者）
都道府県等約5%、追加ID約90%引き下げ等。
詳細については、JACICホームページを参照ください。
(5)今後の取組
今後も定期的に開催する利用者会議の場や日々の業務
等を通じ、利用者の意見を広く拝聴し、業務改善に役立
てていくこととしています。

（経営企画部　上席参事　落合清二）
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1.  はじめに

CALS/EC資格制度は、主に地方における公共事業発

注機関へのCALS/ECの普及・推進のための人材育成及

び情報の普及を図ることを目的として、平成13年度に創

設された民間資格です。一部の自治体において公共事業

にかかるITアドバイザーの基礎資格として認められてい

るほか、国土交通省「電子納品等運用ガイドライン」で

は電子納品に関する有資格者にも活用されています。

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、社団法人建設コン

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23年度「CALS/EC資格試験」の概要

平成23年度の試験は、表1及び図1の要領・日程により

実施されます。

表1　平成23年度「CALS/EC資格試験」の要領

図1　平成23年度「CALS/EC資格試験」の日程

RCE試験では、面接試験前にPC試験により「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」（財団法人経済調査会発行, 

http://book.kensetsu-plaza.com/details/index_166.html）

及び同「改訂追補版」を公式テキストとします。

３.  おわりに

平成23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/index.html

一人でも多くの方が、CALS/EC有資格者として公共

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　奥田暁）

CALS/ECコーナー

平成23年度「CALS/EC資格試験」のご案内
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     開催地

1  札　幌　

2  仙  台

3  東京１

4  東京２

5  新  潟

6  名古屋

7  大  阪

8  広  島

9  高  松

10   福  岡

11   沖  縄

開催日

7/28（木）

7/27（水）

8/ 3（水）

8/ 8（月）

7/29（金）

8/ 4（木）

8/ 5（金）

8/ 4（木）

8/ 2（火）

7/26（火）

7/28（木）

平成22年11月14日（日）に実施された平成22年度の

RCCM資格試験の結果が、平成23年3月1日（火）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5,497名と昨年比で約1%増加しています。

合格者数は1,572名と昨年比で約28%減少しています。合

格率は28.6%で昨年より約12%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1,310名、最も

少なかったのは電力土木部門で9名、前回から新設され

た建設情報部門は110名でした。合格率が最も低かった

のは機械部門で18.8％、最も高かったのは水産土木部門

で46.2%、前回から新設された建設情報部門は29.1%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43,443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）

　平成23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）

 

部門別合格者数

平成23年度ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会の実施

平成22年度ＲＣＣＭ資格試験合格発表

JACIC便り

（経営企画部 参事 矢田敬）

 

北海道経済センター 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

新潟市中央区新光町7番地5

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

会場名 住所 TEL 定員

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

新潟県建設会館

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）

ヒルトン福岡シーホーク

沖縄産業支援センター

011-231-1122

022-225-8641

03-3265-8211

03-3265-8211

025-285-7111

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

平成23年度ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会の会場

部門名

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

受験者数

919

125

9

1,310

26

221

313

274

162

52

208

151

394

477

56

298

232

16

13

119

12

110

5,497

合格者数

320

29

4

264

7

72

71

74

54

19

68

48

127

154

21

95

76

3

6

24

4

32

1,572

合格率

34.7

23.2

44.4

20.2

26.9

32.6

22.7

27.0

33.3

36.5

32.7

31.8

32.2

32.3

37.5

31.9

32.8

18.8

46.2

20.2

33.3

29.1

28.6
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OpenGLを用いた３次元グラフィックスアプリケーショ

ンの研究開発

関西大学総合情報学部　

関西大学先端科学技術推進機構　教授　田中成典

１．はじめに

国土交通省CALS/ECアクションプログラム2005では、

３次元CADの利活用に関する構想が提案されている。し

かし、現状では、安価な３次元CADが存在しないため、土

木・建設事業の設計・施工フェーズで３次元CADデータ

が利活用されていない。そのため、国産の安価な３次元

CADの早急な開発が切望されている。この背景を受けて、

筆者らは、「平成20年度（財）日本建設情報総合センター

研究助成」において、OpenGLによるグラフィックスア

プリケーションの開発のための調査を行い、調査報告書

の作成した。

本研究では、前述の先行研究で作成した調査報告書を

基に、実用化に向けての試験研究として、OpenGLを用

いた３次元グラフィックスアプリケーションの研究開発

を行った。　

２．研究内容

本研究では、次の手順をもとに３次元グラフィックス

アプリケーションの研究開発を行った。

２．１ 画面仕様の定義

先行研究では、市販される３次元CADを調査すること

で、３次元CADに実装すべき機能を取りまとめた。そこ

で、本研究では、これらの機能を実現するために必要な

画面仕様を定義した。

２．２ クラス仕様の定義

　本研究では、３次元グラフィックスアプリケーション

の実装に必要なクラス構造を定義した。クラス構造につ

いては、システム間での円滑なデータ交換を実現するた

めに、ISO10303規格のEntity定義やSXFのフィーチャ仕

様を参考に設計した。本研究で定義したクラス構造の主

要な構成要素は次の通りである。

・モデル情報を保持するクラス群

点、線や円等の幾何要素、押出しや回転操作で作成さ

れる３次元モデルの情報を保持するためのクラス構造を

定義した。

・注記情報を保持するクラス群

３次元モデルに付加する寸法や引出し線等の注釈要素

を保持するためのクラス構造を定義した。

・視覚的情報を保持するクラス群

色、線種や線幅等の表示に関する情報を保持するため

のクラス構造を定義した。

２．３ 実装仕様の定義

　本研究では、３次元CADグラフィックスアプリケーショ

ンの実装仕様を定義した。実装仕様については、先行研

究で取りまとめた内容に加え、３次元CADとして必須と

なる２D-３D機能（回転面やスイープ面等の作成）、モ

デル編集機能（平行移動・回転や複写等）やCAD機能（グ

ループ化やレイヤ切り替え等）の実装仕様を新たに定義

した。

２．４ システム化

　本研究では、先行研究で取りまとめた内容と前述した

画面仕様、クラス仕様、実装仕様を基に、３次元グラフィッ

クアプリケーションのシステム化を行った。

３．おわりに

本研究の成果は、OpenGLを用いた３次元CAD開発の

実現可能性を明らかとするものであり、わが国のCADベ

ンダが独自の３次元CADを開発する場合の参考資料とな

る。

今後、本研究の成果を受け、CADベンダでの独自のア

イデアを活かした３次元CADの開発が促進されるととも

に、土木・建築業界における３次元データの活用場面の

拡大が期待される。

――――――――――――――――――――――――

JACICでは、平成10年度から財団の設立目的に適合す

る研究企画に研究助成を実施しています。平成21年度に

は11件の研究助成を実施し、平成22年11月に「第8回研究

助成事業成果報告会」を開催しました。2月号から順次研

究助成成果概要を掲載しています。

なお、報告書は、以下のURLに掲載しています。

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html

（経営企画部　上席参事　落合清二）

研究助成成果概要
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北海道地方センター活動報告
地方便り

JACIC北海道地方センターは、コリンズ・テクリス関

連の問い合わせ対応や電子入札・電子納品など公共事業

に関わるCALS/ECの普及支援活動を行っております。

主な業務を紹介します。

■コリンズ・テクリス

平成21年8月に登録システムがWeb方式に変わり、検

索システムも平成22年2月から順次Web方式にリリース

してまいりました。平成23年4月からは全面的に新検索シ

ステムに移行することになります。ご利用機関皆様のご

協力よろしくお願い申し上げます。なお直接提供機関に

ついては引き続き協議させていただきます。

今後もコリンズ・テクリスの利用に際し不明な点があ

りましたら当センターまで問い合わせ下さい。

■北海道地方コアシステム連絡会議　　

電子入札コアシステムを利用又は採用検討している機

関を対象にした北海道地方ブロックコアシステム連絡会

議を平成23年度は6月末に開催予定しています。前々年度

まで北海道・東北地方合同で実施していました同会議を、

昨年度から北海道独自で開催することにしました。

北海道内は電子入札未導入の発注機関が数多くあります。

契約業務を担当者している方々には改めて電子入札制度

について勉強する機会でもあります。是非参加してみて

下さい。

平成22年度北海道ブロック会議

■RCCM資格試験受験準備講習会

RCCM（シビルコンサルティングマネージャ）の資格試

験に先立ちJACICでは受験準備講習会を実施しております。

昨年、北海道地方では220人の方が受講されました。今年

は受験資格制度が変わり多くの方の受験が予想されます。

平成23年度の講習会は7月28日（木）北海道経済センター（札

幌市）にて開催を予定しています。

■北海道地方CALS/EC推進協議会

この協議会は、平成13年北海道地方におけるCALS/ 

ECの導入を推進するため、地方展開アクションプログラム

の策定とそのフォローアップを図る目的で設置されました。

その後CALS/ECの更なる普及促進を図るため、現在も

活動が継続されています。

平成22年度の推進協議会本会議を3月14日（月）に行い、

平成22年度活動報告と平成23年度の活動方針を確認する

予定です。

①市町村向け電子納品導入支援の継続拡大

②道内自治体へCALS/EC取り組みの説明会

③電子メールによるCALS/EC情報の提供支援

④CALS/EC相談窓口の運営

■情報共有シンポジウムの開催

さる平成22年12月7日、JACICセミナーの一環として札

幌市で「公共工事における情報共有システムシンポジウム」

を開催いたしました。

工事施工中における情報共有システムの活用方策につ

いての一助とすべく、公共事業分野におけるASP・SaaS

を中心とした情報共有システム構築の最新動向と先進的

な取組み及び活用事例を紹介すると共に、公共工事関係

者間の情報共有による業務効率化や事業の透明性向上の

具体策を提供し、これからの方向性について討論するシ

ンポジウムとなりました。

当日は多数のご来場ありがとうございました。

北海道札幌市シンポジウム会場

（北海道地方センター　センター長　佐藤薫）
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e-BISCコーナー

項　目 質　問 回　　　答

システム共通

物品・役務

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

新年度を迎えましたが、
改めて利用者登録を実
施する必要がありますか？
　　
資格審査番号が変更に
なりました。これを機に新
規ICカードの追加利用者
登録を行いたいのですが
注意すべき点はありますか？

年度が替わった際に改めて利用者登録を行う必要はありません。
ICカードの有効期限内であれば、システムにおける利用者登録は年度に関わらず有効で
す。なお、年間委任状等の取扱につきましては各発注者にご確認ください。

以下の操作手順により新規ICカードの追加利用者登録を実施してください。なお、詳細
についてはe-BISCセンターホームページ（http://www.e-bisc.go.jp/index.html）
「必ずお読みください」の「【物品・役務】追加利用者登録の注意点について（2007年3
月9日掲載）」をご確認ください。

＜操作手順＞
1. 現在使用中のICカードにて利用者変更を行い、新しい資格審査登録番号への利用者
変更登録を実施します。

2. 新しい資格審査登録番号を使用して、新規ICカードの追加利用者登録を実施します。

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

〒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12月～平成23年2月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成22年12月～平成23年2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） 

 12月 1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) 

前
年
同
月
比

前
年
同
月
比

1,689
 (0.85)

1,111
 (0.80)

25,520
(0.97)

16,063
(0.83)

 12月 1月

971
(0.75)

535
(0.64)

2,507
(0.92)

1,725
(0.82)

2月

1,524
 (1.01)

13,355
(0.90)

2月

342
(0.68)

1,455
(0.90)

JACIC便り

国の機関 国の機関 地方公共団体地方公共団体
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