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平成２３年１１月１日発行（毎月1回1日発行）

東日本大震災に関する被災地支援への取組報告
東日本大震災により、被災された方々に心からお見舞
い申し上げます。一日も早い地域・社会基盤の復興を祈
念いたします。
（財）日本建設情報総合センター（JACIC）では、被災地
域における復旧・復興等の支援への取組について報告い
たします。今後も引き続き少しでも役立てていただけれ
ば幸いです。
（１）災害査定を申請する市町村の皆さんへ
－災害復旧支援ソフト（Photg-CAD）を被災地域の市町
村に無償配布－
Photog-CADは、市販の家庭用デジタルカメラで撮影
した災害現場の情報を基に、公共土木施設災害復旧事業
費国庫負担法に基づく災害査定を受ける手続きを簡便に
支援するソフトウェアで、今般の震災では被災地域の市
町村に無償で配布しています。
新たな災害に備え、8月26日（社）富山県測量設計業協
会主催により、富山県内の測量設計関連企業から約30名
が参加して、JACIC本部および北陸地方センターとの協
同により講習会を開催しました。
JACICでは、今後もPhotog-CADを通じて災害復旧・
査定業務を支援し、今回同様に要請があれば講習会の開
催に積極的に対応していきます。

システムを説明するJACIC職員

（２）宮城県内の災害査定・災害復旧工事の積算を支援
する地方公共団体の皆さんへ
－災害査定・復旧工事積算支援のための積算ASPサービス－
Web版積算システム（JACIC開発）を導入、利用され
ている宮城県および仙台市の他、県内市町村の災害査定・
災害復旧工事の積算を支援する地方公共団体職員が、現
地に赴かなくても行えるASPサービス（インターネット
を使用できる環境があれば宮城県・仙台市等と同じ積算
が行えるサービス）を4月19日より提供しています。
（３）積算システム操作習得支援
宮城県で災害査定申請のための設計書作成支援を行う

北海道、秋田県、東京都、三重県、佐賀県、熊本県の延
べ約40名の積算支援者を対象に、災害査定関係の積算シ
ステム操作研修会を実施しています。今後とも、積算支
援の各地方公共団体から要請があれば積極的に対応して
いきます。
（４）建設副産物（建設廃棄物）・建設発生土を処理する
市区町村の皆さんへ
―建設副産物・発生土情報交換システムの無料利用―
建設副産物情報交換システム及び建設発生土情報交換
システムについては、震災復旧等の支援のため、平成23
年度の市区町村（政令市を除く）の利用を無料としてい
ます。対象地域については、建設廃棄物等の広域的な処
理を考慮して、全国とし、8月末現在、副産物システム
で72、発生土システムで265の市区町村でご利用いただ
いております。
―平成24年度も無料利用―
震災復旧等にさらに時間を要すると考えられることか
ら、H24年度においても市区町村（政令市を除く）の副
産物・発生土両システムの利用を無料とすることといた
しました
（５）コリンズ・テクリスを利用されている地方公共団
体の皆さんへ
－被災地域のコリンズ・テクリス検索利用を継続利用－
Ｈ22年度にコリンズ・テクリス検索サービスを契約し
ており３月中にＨ23年度契約ができない被災した地方公
共団体について、手続きなしにサービスを利用出来るよ
うにしました。対象となる団体には、直接ご連絡を差し
上げ、現在までに青森県、岩手県、宮城県、福島県内の
40機関でご利用頂きました。
（６）災害復旧支援のための無償提供ソフト等のご紹介
災害復旧を支援するために民間企業等から無償提供さ
れている建設関連(CALS/EC)分野における、設計支援、
CAD等のソフトウェア・サービスなどを、とりまとめ
てご紹介しています。9月下旬でアクセス：51,000件となっ
ています。
＜お問合せ先＞
詳細やご不明の点については、ホームページで記載さ
れているリンク先または問い合わせ先でご確認ください。
また、下記相談窓口までお問い合わせください。
JACIC被災地支援相談窓口（経営企画部）
TEL 03-3584-2404 FAX 03-3505-2966
相談窓口アドレス　saigai@jacic.or.jp
JACIC　HP　　http://www.jacic.or.jp/

（経営企画部　上席参事　落合清二）
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　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22年度は

18件のテーマについて実施いたしました。

 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（5.5単位）」及び「日本測

量協会CPD」プログラムとして認定されています。

第9回研究助成事業成果報告会開催案内

JACIC便り

９：５５　挨　　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　　　　門松　武
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１６：４５　閉会挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　　　　　坪香　伸

研究報告者

休憩

休憩

開催日時：平成23年11月15日（火）9：55～16:50

開催場所：乃木會舘  ４階 「豊明（とよのあかり）」

             （東京都港区赤坂8-11-27）TEL 03-3402-2181

定　　員：200名

（経営企画部　上席参事　落合清二）

時空間軸をベースとした多様な図面データの
効率的な管理モデルの構築に関する研究

構造物健全度診断の効率化のための加速度セ
ンサＩＣタグ多点観測システムの開発

オープンソースGISを用いた地表・地下情報の作成
・表示手法及びデータベース化に関する調査研究

３次元レーザースキャナとプロダクトモデルを用
いた高精度の建設分野用屋外拡張現実感技術の開発

アジア航測株式会社　総合研究所

茨城大学　工学部

関西大学　総合情報学部

大阪大学大学院　工学研究科　
環境・エネルギー工学専攻

技師

教授

教授

教授

教授

教授

主任技師

准教授

山田　秀之

横山　功一

伊藤　俊秀

矢吹　信喜

板倉　賢一

芥川　真一

古屋　　弘

平沢　岳人

大澤　義明

窪田　　諭

深川　良一

講師

教授

教授

室蘭工業大学大学院　工学研究科

株式会社大林組　技術研究所　
生産技術研究部

千葉大学大学院　工学研究科

筑波大学大学院　
システム情報工学研究科

岩手県立大学　
ソフトウェア情報学部

立命館大学　理工学部
都市システム工学科

神戸大学大学院　工学研究科　
市民工学専攻

トンネルのライフサイクルマネージメントに
供するプロダクトデータモデルの研究

自立型防災監視システムの開発に関する研究

シールド工事をモデルとした３次元データを
用いた施工管理の研究（特に工程・コスト管理
におけるプロダクトモデルの適用実験）

Ｄ－ＧＰＳを利用した建築・都市スケールでの
拡張現実感システムの開発

"道路景観の歴史的再現による快適性の追求
－道路地図データによる山アテ道路の発掘－"

道路維持管理における道路データモデルを核
とする時空間情報ポータルの開発

全球パノラマ画像を用いた土砂災害情報収集
支援ツールおよびその利用に関する調査研究
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社会基盤情報標準化セミナーは、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、社会基盤整

備の情報化、標準化等に関連する事例紹介を中心に、全

国主要都市で年２回開催しているセミナーです。今年度

は９月２日に福岡市のアクロス福岡、９月９日に新潟市

の自治会館で開催致しました。

福岡での開催日は、大雨により紀伊半島などに大きな

被害を与えた台風12号が高知県に上陸する直前、新潟で

の開催日は、台風の通過後となり、天候や交通機関の動

向によってはセミナーの開催自体が心配されましたが、

両日共に開催日には天候が大きく崩れることもなく、無

事に開催することができました。

来場者は、福岡会場では129名、新潟会場では105名で

あり、両会場とも約９割がコンサルタントや建設業など

民間企業の方でした。

セミナーは、２会場ともに、下表に示す４つの講演内

容で開催致しました。

セミナーの講演内容

　

来場者へ配布したアンケートを集計すると、各講演に

対して、７～９割の方が参考になったとの回答が寄せられ、

特に後半のアセットマネジメントと情報化施工の講演プ

ログラムに対しては、約９割の方から参考になったとの

回答が寄せられ、建設分野の具体的、最先端の取り組み

事例について、来場者の興味、関心が高いという結果が

得られました。

会場風景（福岡）

その他のアンケート自由意見からは、平日開催で業務

連絡の必要性から、講演プログラムごとに短時間の休憩

がほしいとの意見が複数寄せられ、今後の改善に反映さ

せてまいりたいと思います。また、ＪＡＣＩＣがこのような

セミナーを開催することに対して好意的に評価する意見、

このようなセミナーの開催回数を増やして欲しいとの要

望意見も複数寄せられ、ＪＡＣＩＣといたしましては、今後

とも社会基盤整備の情報化、標準化の推進に寄与するよう、

セミナーなどを通じて情報提供、普及啓発に取り組んで

参ります。

なお、ＪＡＣＩＣホームページに当日の配布資料（パワー

ポイントファイル）や講師説明の動画をアップロードし

ております。

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

（標準部　次長　稲野茂）

社会基盤情報標準化セミナー201１（福岡、新潟）
開催報告
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平成23年度「CALS/EC資格試験」合格者を発表
１.  はじめに

　CALS/EC資格制度は、主に地方におけるCALS/ECの

普及・推進のための人材育成、およ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」として例示されています。

　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

（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。

図１　平成23年度「CALS/EC資格試験」の流れ

表１　CALS/EC有資格者（RCI、RCE）の諸元

　

２.  平成23年度「CALS/EC資格試験」の実施状況と結果

平成23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「標準化」

の分野、RCE試験では「入札・契約方式」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、近畿地方、九州地方に続いて、東

北地方の受験者が健闘されています。

表2　平成23年度RCI試験・RCE試験の受験状況と結果

図2　 平成23年度RCI試験・RCE試験の地域別合格者数

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ご活躍

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）

CALS/ECコーナー
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地方便り

四国地方センターは四国４県を担当地域として、コリ

ンズ・テクリス関連の問い合わせ対応業務や電子入札・

電子納品に代表されるCALS/ECの普及支援、Photog-

CAD等システムの普及広報活動を行っています。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

□コリンズ検索システムの利用状況

平成23年9月現在で四国の全95市町村の内、試用も含め

て約72％でweb版の検索システムを利用されています。

その内訳は市で100％、町村で試用利用も含めて約53％と

なっています。

□テクリス検索システムの利用状況

平成23年9月現在で、四国の市町村で試用も含めて約39

％でweb版の検索システムを利用されています。その内

訳は市で約55％、町村で試用利用も含めて約16％となっ

ています。

コリンズの市町村の利用状況を地図上に示します。

四国のコリンズ検索システム利用状況(H23.9.1現在）

■電子入札コアシステム

□四国の普及状況

四国管内では国の機関や4県と13市町村で運用していま

すが、市町村の普及率は約14%と低い状況にあります。

□四国地方ブロックコアユーザ会議

四国管内で電子入札コアシステムを導入済、または採

用を検討している公共発注機関（全19機関）の情報交換

の場として、11機関19名の方の出席のもと7月15日、高松

に於いて「四国地方ブロックコアユーザ会議」を開催し、

熱心にご議論していただきました。

　

　

　

四国地方ブロックコアユーザ会議の模様

□電子入札システム操作体験出前講座

本年度は、4月以降、22回の電子入札操作体験出前講

座を実施し、建設業の実務担当者等延べ164名の方が受

講されました。下図は8月16～18日に実施した受講者の

方のアンケート結果です。

今後も関係機関と連携し電子入札システムの普及促進

を進めていきます。

■RCCM資格試験受験準備講習会の開催

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、受験準備講習会を毎年

開催しています。四国地区では平成23年8月2日に高松市

の香川県土木建設会館に於いて開催し、118名の方に受

講いただきました。

■広報活動

□土木学会全国大会パネル展示

平成23年9月7～9日に愛媛大学城北キャンパスで開催

された【東日本大震災のパネル展】にJACICの東日本大

震災被災地支援のパネルを出展し、訪れていただいた方

にJACICの被災地支援の取り組みや災害復旧効率化支援

システムなどの紹介をしました。　

土木学会全国大会防災パネル展での広報の様子

（四国地方センター　センター長　松尾裕治）

四国地方センター活動報告
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JACIC便り

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成23年7月～9月）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成23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) 

前
年
同
月
比

前
年
同
月
比

1,607
(1.12)

1,846
(1.06)

18,654
(0.88)

20,760
(0.99)

 7月 8月

1,316
(1.04)

1,368
(1.12)

3,658
(0.94)

3,863
(1.08)

9月

2,044
 (0.96)

24,294
(0.97)

9月

1,378
(1.01)

3,387
(1.01)

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

1.2 

1.1

1.0

0.9
7月 8月 9月 7月 8月 9月

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

工事・業務

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

申請書等の提出画面にて「提出内

容確認」ボタンを押下した際

「APPLET-ERROR 0111602-

10020 指定された添付資料が見

つかりません」と表示される原因を

教えてください。

入札説明書等ダウンロードシステム

で配布された文書をダウンロードし

ていないのに、「文書公開のお知ら

せメール」が届くのは何故ですか。

国土交通省電子入札システムを利用するために必要な端末設定（ポップアップブ

ロック解除、信頼済みサイト登録等）が未実施または一部未設定である場合、当該

事象が発生する可能性があります。

e - B I S Cセンターホームページに掲載の資料「W i n d o w s X P S P 3 、

Windows Vista SP2 及び Windows 7 を導入したパソコンにおける電子入札

への影響について」をご参照のうえ端末の設定状況をご確認ください。

（参照先URL　http://www.e-bisc.go.jp/pdf/XPsp3-Win7_j PDF）

「文書公開のお知らせメール」は、発注者が文書を追加・変更した場合に自動送

信されますが、配布文書ダウンロード実施の有無に関わらず、ダウンロード対象文

書のファイル名をクリックして「ファイルのダウンロード」ダイアログを表示させた応札

者の全てを送信対象としています。

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


