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第7回アジア建設IT円卓会議の開催報告
－韓国ソウルにて開催、ISARC2011にも参加－
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国地域 参加者名・役職 所属
日本 柴崎亮介 教授 東京大学
日本 矢吹信喜 教授 大阪大学大学院
日本 皆川勝  教授 東京都市大学
日本 田中成典 教授 関西大学
日本 門松武 理事長 JACIC 
日本 秋山実 審議役 JACIC 標準部
日本 海津優 部長 JACIC

ｼｽﾃﾑ高度化研究部 
日本 河内康 首席研究員 JACIC 標準部
日本 八巻悟 主任研究員 JACIC

建設コスト研究部 
韓国 朴ﾊｼﾞｮﾝ 課長 韓国海洋交通省
韓国 李教善 副院長 韓国建設技術院
韓国 金珍旭 部長 同 情報技術部 
韓国 金仁漢 教授 キョンヒ大学 
韓国 李燦圃 教授 延世大学 
韓国 張撰円

力 副技師
 教授 金福国立大学 

中国 住宅都市地方開発部 
中国 馬智亮 教授 清華大学 
インド ｱﾅﾝﾀﾅﾗﾔﾅﾝ准教授 ムンバイ工科大学 
台湾 呂守陸 教授 国立台湾科学大学 
香港 呂偉生 博士 香港大学建築学院 

赧郎

JACICと土木学会情報利用技術委員会（委員長：矢吹

信喜大阪大学大学院教授）は、平成23年6月28日(火)～29

日(水)の２日間、韓国ソウル市江南区の教育文化会館ホテ

ルで、第７回アジア建設IT円卓会議を開催しました。

１．会議趣旨と参加者

この会議は、建設情報に関する東アジア共通の問題を

議論するため平成17年度より毎年度１回開催してきた国

際会議です。東京大学柴崎亮介教授が議長を務め、これ

までは東京を中心に開催してきましたが、昨年の会議に

おいて韓国建設技術院（KICT：職員約360名、日本の独立

行政法人土木研究所に相当）金部長より６月30日から、

ソウルで開催されるISARC2011（建設の自動化とロボテッ

クスに関す国際シンポジウム）との同時開催の提案があり、

今回は第４回の北京についで2回目の海外開催となりまし

た。今回は日本をはじめ下表の計６ケ国・地域から専門

家が参加しました。インドは初めての参加となります。

主な参加者

２．韓国側の協力

今回はソウルで開催するため、KICTにも、現地ホス

トとして協力して頂きました。特に建設情報部の金ソン

シック主任研究員および尹ホイス女史には現地事務局と

して多大な協力を頂きました。

３．会議の内容

一日目の午前中は、韓国海洋交通省の朴課長、KICT

の李副院長、矢吹委員長、門松理事長の挨拶に続いて、

継続プロジェクトの報告、各国・地域の建設情報に関す

るナショナルリポートがあり、午後は「建設自動化」に

関する各国の取組みについて、そして日本の東日本大震

災における現地レポートを中心にしたセッションを行い

ました。

２日目の午前中は、BIM（ビルディング・インフォメー

ション・モデリング）特集ということで、韓国キョンヒ

大学の金インハン教授が座長となって、各国の取組みを

比較しました。韓国は既に「BIMガイドライン」を作成

済みなど、国家レベルでの取組みとしては進んでいる印

象でした。

そして２日目の午後には、建設ITに関する韓国の研究

者による集中プレゼンテーションが行われました。

　

円卓会議の参加者

４． 次回にむけて

最後に、柴崎議長が今回の会議を総括してまとめ、次

回開催は2012年夏に行うことを決めて会議は終了しまし

た。会議で報告された資料や議事録は以下のホームペー

ジを参照して下さい。

http://www.jacic.or.jp/acit/event_j.html

　　　　　　（標準部　首席研究員　河内康）
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（財）日本建設情報総合センターでは、平成10年度から

財団の事業目的に合致した研究企画を対象に研究助成事

業を行っています。平成23年度の研究助成は、応募期限

の6月30日までに43件のご応募をいただきました。審査

会は、学識経験者を含めた委員により7月20日に開催し

９件を対象に研究助成を実施することを決定しました。

なお、昨年からの継続研究は６件です。

審査会の委員：有木久和、梅原芳雄、大橋正和、門松

武、島崎敏一、月尾嘉男、坪香伸

平成23年度（財）日本建設情報総合センター研究助成決定
CALS/ECコーナー

（経営企画部　上席参事　落合清二）　
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１.  はじめに

JACICでは、情報及び情報システムをあらゆる脅威か

ら守るため、情報セキュリティの強化に取り組んでいま

す。

「情報セキュリティ標準」は、JACICのすべての業務

及び情報資産を対象として、「情報セキュリティポリシー」

（平成16年10月策定）のもとに、平成19年6月に策定しま

した。

２．情報セキュリティ標準の構成

（１）基本事項

JACICの情報セキュリティ標準の対象範囲、対象者な

どの基本事項を定め、JACICに常勤している職員及び関

係者等｢すべての者｣を、情報セキュリティの対象者とし

ています。そして、情報及び情報資産に対して、機密性、

可用性、完全性に分類し、各々に格付けを行い、情報資

産の管理を行うよう定めています。脅威に対しては、物

理的セキュリティ、人的セキュリティ、技術的セキュリ

ティに分類し、具体的に内容を示し、JACICのセキュリ

ティレベルの向上を図っています。

（２）物理的セキュリティ

敷地・建物・機器・設備、サーバルームの設置等によ

る物理的な対策とともに、オフィスを一般区画、業務区

画及びアクセス制限区画に分類し、パソコン、通信機器

等の取り扱いと保管などの対策を行い、それらの損傷を

防止し、JACICの情報資産の安全性を確保しています。

また、サービスを提供するシステムについては、インタ

ーネットデータセンター（iDC）を活用するなど、いっそ

う高レベルなセキュリティと安全を確保しています。

（３）人的セキュリティ

情報セキュリティ事故に至る大きな要因に「人」がお

こしてしまう情報漏えいがあげられます。

JACICでは、情報及び情報資産を保護するため、セキ

ュリティ教育活動の一環として、情報セキュリティ講習

会を適時開催すると共に、情報セキュリティに関する最

新の情報を全職員にメールで配信するなど、情報セキュ

リティの重要さの認識を高めています。

（４）技術的セキュリティ

電子メールサービスの利用、ネットワークの概要、ウ

イルス対策、情報資産の導入・変更・撤去、システム開発・

導入・保守等を情報セキュリティ標準で定め、Dos攻撃、

ウイルス侵入の対応、システムへの不正アクセス及び情

報漏えい等の外部からの脅威に対して対策を講じています。

（５）運用

情報資産を守るため、物理的・人的・技術的セキュリ

ティのＰＤＣＡサイクルを行うことにより、情報セキュリ

ティ標準の質の向上を図っています。

システムや業務別に手順を定め、JACICの情報資産を

不正アクセスや情報漏えい等の脅威から保護し、適切に

管理しています。

JACICの情報セキュリティ（3）
～情報セキュリティ標準～

（システム運用部　参事　三宅基裕）
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コリンズ・テクリス
検索システムの利用時間を拡大しました。

コリンズ・テクリスとは、国、独立行政法人等、都道

府県、政令市、市区町村等の公共機関や、鉄道、電気、

ガス等の公益民間企業が発注した『工事（コリンズ）』・『調

査設計業務、地質調査業務、測量業務ならびに、補償コ

ンサルタント業務（テクリス）』の内容を、受注した企業

がコリンズ・テクリスセンターに登録し、その登録され

た工事内容をコリンズ・テクリスセンターがデータベー

ス化して、発注機関へ情報提供しているものです。

公共工事・業務の発注にあたっては、地域性、特殊性、

企業の技術力などを総合的に評価する必要があります。

このため発注機関は、公平な評価により適切な会社を

選定し、入札・契約手続の透明性、公平性、競争性を一

層向上させるためコリンズ・テクリスを活用しています。

入札参加資格として、コリンズ・テクリスに登録して

いることを条件にしている発注機関も増えています。

現在では、それらの発注機関の多くが工事・業務を契

約する際、受注した会社に対して、工事・業務の実績デー

タをコリンズ・テクリスセンターに登録することを仕様

書等の契約図書に記載して義務付けています。

発注機関が利用するコリンズ・テクリスの検索システ

ムは、ＣＳ版（クライアントのＰＣに検索システムをイ

ンストールするタイプ）の検索システムをご利用いただ

いていました。

2010年2月にテクリス、2010年5月にコリンズのWeb版 

検索システム（ブラウザを用いた検索システム）をリリー

スし、2011年４月に本格運用を開始しました。

さらに、2011年７月から下記のとおり、利用時間を拡

大しました。

●2011年6月まで

●2011年7月から

JACICでは、これからも、コリンズ・テクリスを情報

の技術革新、時代の変化やニーズの変化に応じて適宜改

良し、機能の拡充とサービス向上に努めていきます。

（コリンズ・テクリスセンター　参事　藤森修）

第13回建設情報研究所研究発表会開催のご案内
JACICでは、当センターの研究活動等の成果について、

賛助会員の皆様をはじめ関係各位、また広く一般の皆様

を対象に毎年発表会を開催しており、本年は第13回建設

情報研究所発表会として下記のとおり開催いたします。

多くの皆様のご参加をいただきますようご案内申し上

げます。なお、参加費は無料です。　

標準部

建設コスト研究部

システム高度化研究部

CALS／EC部

建設情報研究所

・SXF共通ライブラリの改修と提供

・JACIC標準発注機関コードの開発と今後の展開

・新たな事業執行方式PPP（官民連携）に関する研究

・東日本大震災における積算業務支援のためのシステム構築に関する報告

・建設副産物・発生土情報交換システムの改良について

・Photog-CADの改良と東日本大震災被災地への提供

・BCPサポートシステムプロジェクトについて
　　～東日本大震災復旧・復興におけるCALS/ECの成果の検証～
・電子調達システムの普及状況と技術動向

・公共事業費と工事（コリンズ）・業務（テクリス）実績情報が示す今後の動向

利用日 利用時間帯 
平日のみ ７時から２２時まで 

↓ 
利用日 利用時間帯 

月曜日から土曜日 ７時から２２時まで 
日曜日 ７時から１８時まで 
【特記事項】 
 ただし、下記の場合を除きます。 
 (1) 12月28日17時から1月4日9時まで
 (2) その他やむを得ない事情による場合 

記

開催日：平成23年10月21日（金）13:00～17:00
場　所：全国町村会館　2Fホール（千代田区永田町1-11-35）

注：今後内容が変更となることもあります。参加申込方法その他詳細につきましてはJACICホームページ
    （http://www.jacic.or.jp/）をご覧下さい。

部署名 発表テーマ

（経営企画部　参事　矢田敬）
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近畿地方センターの活動報告
地方便り

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23年度に18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

図ってまいります。

以下に平成23年度の主な活動内容を紹介します。

【コリンズ・テクリス】
これまで開発を進めてきましたコリンズ・テクリスの

新登録システムを平成21年8月にリリースし、新検索シ

ステムについては、平成22年2月にテクリスを5月にはコ

リンズをリリースし、現行検索システムと並行利用を平

成23年6月末まで行いました。現在、殆どの発注機関で

新検索システムへ移行しています。

◇コリンズ検索システムの利用状況
検索システムは、平成23年7月現在で約62％の発注機

関で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80％、町村で約38％です。

◇コリンズ登録の義務付状況
平成23年7月現在で全ての発注機関において登録の義

務付がなされています。

◇テクリス検索システムの利用状況
検索システムは、平成23年7月現在で約40％の発注機

関で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52％、町村で約21％です｡

◇テクリス登録の義務付状況
平成23年7月現在で約99％の発注機関において登録の

義務付がなされています。

以上のように殆どの発注機関において、登録の義務付

がされています。しかし、検索システムは、コリンズで

38％、テクリスで半数以上の機関が未利用であります。

そこで、本年度はコリンズの『市』の未利用を零にした

いと思いますので宜しくお願いします。

【電子入札コアシステム】
◇普及状況
平成23年7月現在の全国での電子入札コアシステムの

利用状況は、610団体（運用中481団体、開発中129団体）

です。近畿管内では全ての府県政令市で、また59市町村

等（運用中49団体、開発中10団体）で利活用されています。

◇電子入札近畿連絡会議
7月21日（木）に開催を予定していました本会議は、台

風6号のため、8月22日（月）に延期しました。

昨年度の事業仕分け後、本部主催で利用者会議を2回

開催しました。その中で見えてきたことは、利用者の方

のご意見を反映したコアシステムの構築を図ることがさ

らに重要だということでした。そのためにも全国会議で

あるユーザー会議・利用者会議と併せて本連絡会議での

意見・要望が非常に重要であると位置づけられるように

なってきております。多くの発注機関のご参加と活発な

討議を賜りたいと思います。

【建設ICTの振興】
◇情報化施工の普及促進（第１回）セミナーへ協賛
5月31日（火）標記セミナーが近畿地方整備局の主催で

開催されました。当センターでは、CALS/EC推進の

一環として位置づけ、協賛しました。当日は各方面から

280名の参加が得られ情報化施工の期待が高い事が示さ

れました。さらに、9月13日（火）14日（水）に第２回セミ

ナーが予定されています。

【広報活動】
◇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）

の資格試験に先立ち受験準備講習会を開催しています。

試験は（社）建設コンサルタント協会が11月13日（日）に

実施します。

本年度の講習会は8月5日（金）大阪国際会議場（グラン

キューブ大阪）で開催しました。335名と過去最多の方々

に受講していただきました。これは、本資格の有効性が

再確認されますとともに登録の変更などRCCM資格制度

が大きく変更されたからではないかと思います。

受講されました方全員の合格を祈念しております。

RCCM資格試験準備講習会模様

◇第16回水シンポジウム　2011 in きょうと
「水と人との好ましい関係」を全国に発信することを

目的に8月11日（木）～12日（金）に開催されました「第16

回水シンポジウム」に共催し、災害に役立つ災害復旧効

率化支援ソフトなど、JACIC業務を紹介しました。

◇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、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、「建設技術展 2011近畿」に出展

します。平成23年度は、マイドーム大阪（大阪市中央区）

で11月１日（火）～2日（水）に開催されます。

是非お立ち寄りください。お待ちしております。

注：各数値は、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）
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登録部門：電子入札施設管理センター

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）

電力不足等が心配されて

いますが停電に対して備

えておくことはありますか

広域・地域的停電など複数の入札参加者に影響がある場合には、発注者の判断により、

締め切り時間等の変更（延長）が行われます。ただし、入札参加者側の申告に基づき影

響の調査が行われるため、発注者に対する速やかな連絡が必要です。また、これは複数

の入札参加者に影響がある場合に限られますので、ビル停電等の局所的な停電に備えて、

ノートパソコンでの運用や別途モバイル通信の確保をお勧めします。

なお、電子入札システム自体及びe-BISCセンターホームページは停電等の影響を受けに

くい環境にて運営しています。電子入札ホームページ（http://www.e-bisc.go.jp/）の

直接利用が可能となるよう、ブラウザのお気に入り等へ登録しておくことも重要です。

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便り
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コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成23年5月～7月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成23年5月～7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） 

 5月 6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

595
(0.92)

1,081
(1.05)

6,485
(0.95)

14,265
(0.94)

 5月 6月

1,115
(1.17)

1,252
(1.25)

1,659
(1.12)

3,105
(1.10)

7月

1,607
(1.12)

18,654
(0.88)

7月

1,316
(1.04)

3,658
(0.94)

国の機関 国の機関 地方公共団体地方公共団体
1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

1.3 

1.2 

1.1

1.0

0.9
5月 6月 7月 5月 6月 7月


