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平成２４年５月１日発行（毎月１回１日発行）

日本建設情報総合センター（略称「ジャシック（JACIC）」

：JAPAN  CONSTRUCTION INFORMAION CENTER）

は、昭和60年11月15日、民法に基づき公益法人として国

土交通大臣（当時は建設大臣）の許可を受けて設立され

ましたが、この度新たに「一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律」に基づき一般財団法人として内閣総理

大臣の認可を受けて、平成24年4月1日から非営利・一般

財団法人に移行しました。

一般財団法人への移行によってジャシックの設立の目

的や業務内容が変わる訳ではありません。ジャシックは

引き続き、国土の安全かつ有効活用の促進、国民生活の

高度化及び経済の活性化に寄与することを目的に国が推

進する公共調達の円滑化を支援するため、産官学と連携

を図りつつ情報通信技術（ICT）によるイノベーション

の推進、コンプライアンスを尊重し、透明性、公共性を

確保し、学術技術の振興、標準化、資源の利活用による

環境保全、情報セキュリティの向上、情報の安定的な提

供、情報システムの研究開発、建設情報の提供、情報の

啓発・普及活動等、建設分野の情報化に関する諸事業を

展開してまいります。

今後も、このような業務の推進により、公益の増進、

社会貢献に努めて行きたいと考えています。

一般財団法人 日本建設情報総合センター（JACIC）は、

社会資本のライフサイクルにおけるプロセスのICT化に

よる生産性向上を支援するため、様々な分野で活動して

います。

平成24年度における主要事業の計画は以下に示すとお

りです。

1．建設情報化推進事業

（1）自主研究開発事業

｢社会基盤情報標準化委員会｣における建設情報の標準

化活動と、建設情報の新たな活用を図るための自主研究

とを実施します。

（2）研究助成事業

情報技術を活用し、建設事業の円滑化に資する調査研

究を対象とし、公募を行い、審査会で決定した研究に対

し助成を行います。（詳細については、本号別記事をご覧

下さい。）

（3）広報事業

JACICが取り組む自主研究開発事業や研究助成事業等

の成果を広く社会に普及することを目的として、JACIC

セミナー等の開催、JACIC情報（機関誌）等の発行、ホー

ムページによる情報提供等を行います。

（4）建設分野の国際貢献に資する事業

アジア各国での建設分野へのITの利用について、共通

の問題を議論し、連携の基盤を構築することを目的とし

て開催している「アジア建設IT円卓会議」の第８回会議

を東京で開催します。

2．公共調達情報提供事業

（1）入札情報提供事業（統合PPI）

公共調達の透明性・競争性の向上のため、信頼性や可

用性の向上を図りつつ、入札情報サービスを引き続き推

進します。また、受注企業や発注機関の利便性向上を目

指し、電子入札システム、入札説明書等ダウンロードシ

ステム、コリンズ・テクリス等とのシステム連携の検討

を行います。

（2）コリンズ・テクリス事業（工事・業務実績情報シス

テム）

公正な公共調達を支援し良質な社会資本整備を促進す

るため、コリンズ・テクリス等の実績情報提供事業にお

一般財団法人日本建設情報総合センター

理事長　門松　　武

非営利・一般財団法人への移行に際して
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いては、利用者会議を開催し利用者の意見・要望を踏ま

えて事業改善を進めます。

また、登録内容の充実、システムのオープンソース化、

Web化を取り入れた新検索・登録システムの運用を推進

します。

3．公共調達支援システム事業

（1）積算システム事業

国土交通省の土木積算システムの運用支援、地方公共

団体へのWeb版土木工事積算システムの運用支援及び

XML形式の土木工事標準積算基準データの普及を図りま

す。

（2）電子入札システム管理事業

電子入札施設管理業務では、電子入札コアシステム利

用者会議や利用者からの意見・要望を踏まえ、顧客サー

ビスの一層の充実、迅速化を図ります。また、情報セキュ

リティーマネジメント（ISMS）認証の継続的維持を図り

つつ、サブセンター機能を活用し、電子入札システムの

機能検証・安定稼動、利用者の信頼確保に努めます。

（3）電子入札コアシステム事業

平成26年度の暗号アルゴリズムの移行に必要な対応モ

ジュールの開発を行います。また、物品・役務入札の機

能拡充、処理速度の大幅改善等を実現する電子入札コア

システムの次期バージョン（V6.0）の基本設計、情報セキュ

リティの強化、小規模発注機関が導入に配慮したSaas専

用料金体系の検討など、電子入札コアシステム利用者会

議での意見・要望を踏まえた事業改善を推進します。

4．建設情報提供サービス事業

（1）建設副産物情報サービス事業

建設リサイクルを推進し循環型社会を構築するため、

システム改良により実装した新機能に基づき、建設副産

物情報交換システム、建設発生土情報交換システムの普

及促進を図るとともに、ハードウェア及びソフトウェア

のリプレース(更新)に着手します。

（2）総合情報サービス事業(JACIC NET)

建設関連情報を収集蓄積し、インターネットを通じ情

報提供することにより、建設情報の普及促進や業務の効

率化等の推進に努めます。

（3）講習会等事業

RCCM資格の受験者等を対象に、建設コンサルタント

業務とその管理、資格制度の概要と建設コンサルタント

の課題、建設コンサルタント業務に関する最近の話題等

の建設情報を提供する講習会を開催します。

5．建設情報調査研究開発事業

（1）CALS/ECに関する調査研究

ICTによる建設生産システムの高度化に寄与するため、

モバイル機器を用いた現場プロセス検査の効率化、異な

るベンダー間の工事情報共有システムの連携、電子納品

データを用いたナレッジマネジメント、国及び地方公共

団体でのCALS/ECの導入促進を支援します。

（2）積算システムに関する調査研究

積算業務の改善として多様な契約方式に対応した積算

システム等、積算業務の合理化及び効率化を支援すると

共に、積算データコードの統一と標準化の可能性の調査

研究を推進します。

（3）河川・道路情報等の連携を図る調査研究

流域住民の安全・安心を向上させるため、流域基盤情

報のデータベース化、GISによる視覚化等により基盤情

報の高度利用を図るとともに河川管理業務の効率化を支

援します。

社会資本の整備管理、防災、環境保全等を目的とし、

道路・地盤情報の高度な利活用のため道路・地盤情報シ

ステムの推進、Webマッピングの導入等を支援します。

公共工事等の品質確保、良質な社会資本の整備のため、

有用な新技術を積極的に活用する新技術情報提供システ

ムの推進を支援します。

（4）建設情報システムの開発・改良

１）積算システム改良

積算基準書の改訂に伴う積算システムの積算基準デー

タ及び必要なシステム機能の強化・改良の支援を行いま

す。

積算基準データのXML化を更に推進し、積算基準デー

タベース管理システムの構築により一元管理を行うこと

で業務の改善を進めます。

「ユニットプライス型積算」、「見積積算方式」及び「総

価契約単価合意方式」に関する支援を行います。

２） 電子入札システム等改良

国土交通省の電子入札システムの機能改良の支援を行

います。

また、入札説明書等ダウンロードシステムの集約・統

合化や電子納品保管管理システムの構築に関する支援を

行います。

（経営企画部　次長　稲野茂）

一般財団法人 日本建設情報総合センター（JACIC）は、

社会資本のライフサイクルにおけるプロセスのICT化に

よる生産性向上を支援するため、様々な分野で活動して

います。

平成24年度における主要事業の計画は以下に示すとお

りです。

1．建設情報化推進事業

（1）自主研究開発事業

｢社会基盤情報標準化委員会｣における建設情報の標準

化活動と、建設情報の新たな活用を図るための自主研究

とを実施します。

（2）研究助成事業

情報技術を活用し、建設事業の円滑化に資する調査研

究を対象とし、公募を行い、審査会で決定した研究に対

し助成を行います。（詳細については、本号別記事をご覧

下さい。）

（3）広報事業

JACICが取り組む自主研究開発事業や研究助成事業等

の成果を広く社会に普及することを目的として、JACIC

セミナー等の開催、JACIC情報（機関誌）等の発行、ホー

ムページによる情報提供等を行います。

（4）建設分野の国際貢献に資する事業

アジア各国での建設分野へのITの利用について、共通

の問題を議論し、連携の基盤を構築することを目的とし

て開催している「アジア建設IT円卓会議」の第８回会議

を東京で開催します。

2．公共調達情報提供事業

（1）入札情報提供事業（統合PPI）

公共調達の透明性・競争性の向上のため、信頼性や可

用性の向上を図りつつ、入札情報サービスを引き続き推

進します。また、受注企業や発注機関の利便性向上を目

指し、電子入札システム、入札説明書等ダウンロードシ

ステム、コリンズ・テクリス等とのシステム連携の検討

を行います。

（2）コリンズ・テクリス事業（工事・業務実績情報シス

テム）

公正な公共調達を支援し良質な社会資本整備を促進す

るため、コリンズ・テクリス等の実績情報提供事業にお

いては、利用者会議を開催し利用者の意見・要望を踏ま

えて事業改善を進めます。

また、登録内容の充実、システムのオープンソース化、

Web化を取り入れた新検索・登録システムの運用を推進

します。

3．公共調達支援システム事業

（1）積算システム事業

国土交通省の土木積算システムの運用支援、地方公共

団体へのWeb版土木工事積算システムの運用支援及び

XML形式の土木工事標準積算基準データの普及を図りま

す。

（2）電子入札システム管理事業

電子入札施設管理業務では、電子入札コアシステム利

用者会議や利用者からの意見・要望を踏まえ、顧客サー

ビスの一層の充実、迅速化を図ります。また、情報セキュ

リティーマネジメント（ISMS）認証の継続的維持を図り

つつ、サブセンター機能を活用し、電子入札システムの

機能検証・安定稼動、利用者の信頼確保に努めます。

（３）電子入札コアシステム事業

平成26年度の暗号アルゴリズムの移行に必要な対応モ

ジュールの開発を行います。また、物品・役務入札の機

能拡充、処理速度の大幅改善等を実現する電子入札コア

システムの次期バージョン（V6.0）の基本設計、情報セ

キュリティの強化、小規模発注機関が導入に配慮した

Saas専用料金体系の検討など、電子入札コアシステム利

用者会議での意見・要望を踏まえた事業改善を推進しま

す。

４．建設情報提供サービス事業

（１）建設副産物情報サービス事業

建設リサイクルを推進し循環型社会を構築するため、

システム改良により実装した新機能に基づき、建設副産

物情報交換システム、建設発生土情報交換システムの普

及促進を図るとともに、ハードウェア及びソフトウェア

のリプレース(更新)に着手します。

（２）総合情報サービス事業(JACIC NET)

建設関連情報を収集蓄積し、インターネットを通じ情

報提供することにより、建設情報の普及促進や業務の効

率化等の推進に努めます。

（３）講習会等事業

RCCM資格の受験者等を対象に、建設コンサルタント



２０１２.５月号

－3－

BCPサポートシステムプロジェクト
写真管理サービスの構築

1. はじめに

　BCPサポートシステムは、日々進展するICTを最大限

に活用し、既存の公共事業に係る新たな複数のシステム

と機能を、人＜BCPサポータ＞によって繋げ、ワンストッ

プサービスとして提供することで、BPRの推進を図るこ

とを目指したプロジェクトです。

　今回第３回目では、BCPサポートシステムプロジェク

トの主たるサービスのひとつである、写真管理サービス

を紹介します。

2. 写真管理サービス

　建設現場では日常的な施工管理に係る現場写真が大量

に発生し、これらの整理に相当な労力がかかっています。

　JACICは最近の高機能化したモバイル機器の活用に着

目し、施工管理のうち出来形や品質管理における「計測、

記録、写真撮影、整理」という一連の作業を写真管理業

務と位置付け、業務の効率化を目指し写真管理サービス

として検討してきました。

　写真管理サービスは、計測した数値が自動的に写真デー

タに取り込まれ、写真整理や出来形管理に連携すること

を目指しています。

3. 検討状況と導入効果

（1）検討状況

図 1　写真管理サービスのイメージ

　

　検討状況として写真管理サービスのイメージを図１に

示します。図の「②③写真管理項目の記入と撮影」「④

写真整理」の場面を写真管理サービスとして今回構築し

ました。具体的には写真データに計測値等の管理項目を

付加するものです。これにより計測値等の小黒板や紙へ

の転記が不要になり、計測から写真整理までの写真デー

タの受け渡しが可能となりました。具体的な作業を図2

に示します。結果的に、写真データを「バーチャル小黒

板」としてスマートフォンで見ることもできました。こ

れらはJACICの研究助成事業として、（株）リコー、リコー

ジャパン（株）、JACICの３者共同で検討してきたもので

す。

図 2　スマートフォンによる撮影・入力状況 

（2）導入効果

　今回現場で確認できた効果は、現地での小黒板や紙へ

の記入作業が音声やキーによりスマートフォンへの直接

入力にかわったことによる作業時間短縮と、計測値の二

重入力が排除できたことです。さらに写真データに管理

項目が付加されるため、写真データのみで管理項目の確

認ができ写真整理の効率化が図られました。

　また、通信機能による写真データの連携ができれば、

自動で一貫したデータの受け渡しとなり、現場において

写真管理業務がワンストップで完了する可能性が確認で

きました。

4. 今後の展望

写真管理サービスは写真データとして標準化された

Exifフォーマットを活用することで、計測から出来形等

管理までの一連の作業を連携させることが可能です。こ

のためには計測機器・モバイル機器・カメラ等のメーカー

や写真管理・出来形管理ソフト等のベンダー、工事施工

管理の受注者の間でJACICも含め、協力していくことが

重要であり、施工管理業務の効率化及び品質の向上に繋

がるものと考えています。

次回は、BCPサポートシステムとして、今後展開する

維持管理業務での取り組み状況について紹介します。

（CALS/EC部　主任研究員　富岡光敏）

JACIC便り

①講演：「東日本大震災」の対応について　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省東北地方整備局企画部　企画調整官　池口　正晃

②講演：東北地方太平洋沖地震による地殻変動と基準点測量成果の改定について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省国土地理院東北地方測量部　次長　　土井　弘充

③講演：東日本大震災における地理空間情報の貢献と今後の課題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学空間情報科学研究センター　教授　　　柴崎　亮介

演題と講演者

平成24年度「CALS/EC資格試験」のご案内

CALS/ECコーナー

写真管理サービスのイメージ 一般財団法人
日本建設情報総合センター
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平成24年度 (一財)日本建設情報総合センター研究助成公募案内

（一財）日本建設情報総合センターでは、財団の目的1)

に合致した、情報技術を活用し建設事業の円滑化に資す

る調査研究を対象に、研究助成を行っています。

平成24年度の研究助成を、以下のとおり公募します。

１．研究助成の対象

（1）指定課題：下表のとおり。

（2）自由課題：

１）建設分野の情報化の企画、提案、標準化に関する研究

(a)建設分野の情報化に関する企画、提案、標準化等の

調査研究

(b)建設情報の流通性の向上に関する調査研究

(c)建設分野のBPRに関する調査研究

２）建設分野の各種業務の情報化に関する研究

(a)土木工事積算業務に関する調査研究

(b)河川・道路・都市等における業務の情報化に関する

調査研究

(c)防災業務の情報化に関する調査研究

(d)GISを利用した業務支援システムの調査研究

(e)CALS/ECに関する調査研究

(f)建設副産物情報交換に関する調査研究

(g)その他

２．助成対象者：上記研究項目に関心を有する大学、高

等専門学校、民間等の研究者とし、学識経験者等に

よる審査のうえ決定。

３．助成期間：助成期間は決定の翌日（8月上旬を予定）

から約１又は2年間で、報告書の提出は平成25又は

26年8月末。

４．助成金額：１件につき、指定課題は250万円以内、

自由課題は150万円以内。（平成23年度は、指7件、

自2件の助成を採択。）

５．申込み方法：助成を希望される研究者は、所定の申

請書に必要事項を記入のうえ、財団へ提出して下さ

い。提出頂いた申請書は返却いたしません。予めご

了承下さい。研究助成要綱、申請書及びこれまでの

実績については、JACICのウェブサイトに掲載。

　URL  http://www.jacic.or.jp/

６．応募期限、提出方法：平成24年6月30日（必着）、郵

送又はメール

７．提出先

　〒107-8416　東京都港区赤坂7-10-20

　アカサカセブンスアヴェニュービル

　一般財団法人　日本建設情報総合センター　

　　　　　　　　経営企画部　 研究助成担当　宛

　Ｅ-mail：kenkyujosei@jacic.or.jp

　TEL.03-3584-2404／FAX.03-3505-2966

課 題 名 内　　　　容

指  １ 

３次元データの活用に関する研究

　

指  2

建設行政システムのクラウド化に関する

研究　

指  3

大規模データベースを意味情報で統合

利用するための共通基盤に関する研

究　

　建設分野に関する計画、設計、積算、施工、維持管理や各段階間の情報共有において、

有効な手法として考えられるプロダクトデータモデルや３次元ＣＡＤデータの構築・連携・利活

用に関して、以下の内容を研究する。

①３次元データの利活用によるライフサイクルにおける最適化。最新データの更新、連携、提

供を目指す情報更新技術の研究

②３次元データを設計、積算、施工の各段階で連携して実施する情報化施工とその施工

管理の高度化研究

　東日本大震災では、被災自治体で行政データの消失や、行政システムの破壊により、行政

サービスの回復が遅れた。そこでデータやシステムのバックアップとBCPの観点から、クラウド

化が注目されている。また、行政体間での支援においても、職員派遣を伴わずに代行支援が

可能なクラウド活用が注目されている。そこで、クラウド化を推進するために、以下の内容を

研究する。

①データ管理や、基本システムのクラウド化の研究

②電子成果のクラウド化による利活用の研究

　多様なデータベースの連携利用が模索されているが、一方で情報の海の中から有用な

意味情報を抽出することがますます困難になってきている。大規模データベースのより有効

な活用には、システムに依存しないデータ形式、意味情報を交換するための仕組み、メタデ

ータやメタモデルの枠組みなどの「情報共有基盤」の構築、標準化が不可欠である。

そこで、オントロジー、セマンティックWeb、レジストリなどに関する基礎的な研究や、国際動向

の調査及びそれらの応用に関する内容を研究する。

（経営企画部　上席参事　落合清二）
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平成24年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内

●主催：（一財）日本建設情報総合センター

●後援：国土交通省

●テキスト：「平成24年度RCCM資格試験受験準備講習

会テキスト」及び「想定問題・解答」

 （発行：（一財）日本建設情報総合センター）

●受講料：10,000円(税込み,テキスト代込, 昼食無し)

●開催地・開催日・会場：表-1参照

●プログラム：表-2参照

●受講申込方法等：所定の申込書に必要事項を記入の上、

郵便振替払込金受領証のコピーを同封し、下記申込先

に郵送して下さい。電話による申し込みは受け付けま

せん。申込書用紙は当センターのホームページ

（http://www.jacic.or.jp/）からダウンロードできます。

●受付期間：平成24年6月1日(金)～平成24年7月10日(火) 

※郵送の場合7月10日の消印有効

●申込先：（一財）日本建設情報総合センターRCCM講習

会事務局（〒107-8416東京都港区赤坂7-10-20 アカサカ

セブンスアヴェニュービル Tel 03-3584-2404）

------------------------------------------------------------------------------------------------

※RCCM資格試験は、(一社)建設コンサルタンツ協会が

平成24年11月11日(日)に実施します。［受験申込書の販

売：6月18日(月)～7月20日(金) ※郵送購入の場合同日

必着とする，受験申込受付：7月1日(日)～7月31日(火)

※郵送の場合7月31日の消印有効とする］

　受験申込書の購入、手続き等、試験に関する内容は、

下記へお問い合わせ下さい。

　(一社)建設コンサルタンツ協会RCCM資格制度事務局

Tel 03-3221-8855 

Photog-CAD 地方センターより（その１）

　JACICでは、9月から11月の間に開催された各地の技術

フェア等に、災害査定業務の支援ツールPhotog-CAD（フォ

トジー・キャド）を出展し、システムを紹介しました。

　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。

（１）土木学会平成23年度全国大会出展

　愛媛大学で開催された土木学会平成23年度全国大会に、

JACICの四国地方センターがPhotog-CADを展示しました。

開催日：平成23年9月7日(水)・8日(木)・9日(金)　

場所：愛媛大学・城北キャンパス

主催：公益社団法人 土木学会

（２）九州建設技術フォーラム2011出展

　九州建設技術フォーラム2011に、JACICの九州地方セ

ンターがPhotog-CADを展示し、システム紹介のためプ

レゼンテーションも行いました（写真1）。

開催日：平成23年10月25日(火)

場所：福岡国際会議場

主催：九州建設技術フォーラム実行委員会

（３）建設技術フェア2011in中部出展

　建設技術フェア2011in中部に、JACICの中部地方センター

がPhotog-CADを展示しました。

開催日：平成23年10月26日(水)・27日(木)　

開催場所：国土交通省 中部技術事務所構内

サブタイトル：豊かで安全なくらしと環境の調和をめ

ざして

キャッチフレーズ：くらしを支える新技術

　

　

写真1　プレゼンテーションの様子

　主催：建設技術フェアin中部 実行委員会

（４）建設技術展2011近畿出展

　建設技術展2011近畿に、JACICの近畿地方センターが

Photog-CADを展示しました。

開催日：平成23年11月1日(火)・2日(水)

場所：マイドームおおさか

サブタイトル：ええもん使こて、ええモン創ろ！

キャッチフレーズ：安全で安心できる社会の実現を

主催：日刊建設工業新聞社  社団法人 近畿建設協会

（５）けんせつフェアin 北陸2011出展

　けんせつフェアin 北陸2011に、JACICの北陸地方セン

ターがPhotog-CADを展示・実演し（写真2）、システム

紹介のためプレゼンテーションも行いました。

開催日：平成23年11月4日(金)・5日(土)

場所：新潟市産業振興センター

サブタイトル：みて、ふれて、知る新技術・新工法 

キャッチフレーズ：安全に暮らせる国土、活力ある社

会を支える建設技術

主催：けんせつフェアin 北陸実行委員会

　Photog-CADは写真測量技術とCAD機能により、被災

地の調査と設計・積算作業を効率的に行い、災害査定設

計書を簡便に作成するシステムです。5つの地域におい

てPhotog-CADを出展し、どの展示においても災害査定

業務の効率化に資すると、来場した皆様からご好評いた

だきました。

　JACICの地方センターでは、今後もPhotog-CADの普及・

広報活動を行ってまいります。

写真2　展示ブースの様子

（システム高度化研究部　主任研究員　瀧口博之）

GISコーナー

     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

7/26（木）

7/20（金）

7/23（月）

7/27（金）

7/19（木）

7/25（水）

7/27（金）

7/24（火）

7/20（金）

7/24（火）

7/26（木）

（経営企画部 参事 矢田敬）

札幌市中央区北1条西2丁目

仙台市青葉区柏木1-2-45

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

大阪市中央区南本町4-3-6

広島市中区基町6-36

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

北海道経済センター

フォレスト仙台

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

大阪府商工会館

メルパルクHIROSHIMA

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

注）やむを得ない事由により会場等の変更がある場合には、JACICホームページでお知らせいたします。

会場名 住所 TEL 定員

011-231-1122

022-271-9340

03-3265-8211

03-3265-8211

025-285-7111

052-683-7711

06-6271-0031

082-222-8501

087-823-4550

092-844-8111

098-859-6234

300

300

400

400

160

300

300

150

140

390

180

表ー1　平成２4年度ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会の会場

時　 間

10:20～10:30

10:30～12:00

13:00～14:30

14:40～15:30

15:30～16:00

内　  容

挨　拶

建設コンサルタント業務とその管理（契約関係）

資格制度の概要と建設コンサルタントの課題１（業務関係）

資格制度の概要と建設コンサルタントの課題２（業務関係）

RCCM資格試験受験準備について

講師

発注機関講師

業務管理技術研究会委員

JACIC担当者

表ー2　講習会のプログラム

No.
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Photog-CAD 地方センターより（その１）
　平成24年1月20日（金）日本青年館ホテル（東京都新宿区

霞ヶ丘町）において、コリンズ・テクリス事業及び電子

入札コアシステム事業に関しての利用者会議を開催し皆

様から様々なご意見を拝聴するとともにその後も引き続

き意見をいただきました。これらご意見等を参考にし、

コリンズ・テクリス事業改善方針のフォローアップ及び

電子入札コアシステム事業改善方針の改訂を行いました。

　以下にその概要を報告します。

　なお、平成23年度に寄せられた両システムに対するご

意見について対応方針案を作成しホームページに掲載し

ましたので併せてご報告いたします。

１．平成23年度「コリンズ・テクリス事業改善方針」

・　機能、性能の改善について22年度中を目途に取り組

んでいく主要な事項についは、フォローアップ済みと

なります。また新たに追加した項目も記述いたしました。

23年度中を目途に取り組んでいく主要な事項についは、

継続的に検討が必要な事項、試験運用中のもの等を除

きフォローアップを行いました。

・　運用面の改善についてはＱ&Ａの見直しなど逐次さ

らなる改善に努めて行きます。

・　利用料金については平成23年4月から見直しを行い

実施いたしました。

・　平成23年度に拝聴したご意見等については対応方針

案を作成いたしました。

2．平成23年度「電子入札コアシステム事業改善方針」

・　近年、サイバー攻撃や脆弱性を突く攻撃等が巧妙か

つ高度化していることにかんがみ、コアシステムの情

報セキュリティの強化・見直しを行うことを新規項目

として追加いたしました。

・　平成23年度に拝聴したご意見等については対応方針

案を作成いたしました。

　以上の詳細につきましては、以下のURLに掲載してい

ます。

　http://www.jacic.or.jp/

（経営企画部　上席参事　落合清二）

GISコーナー

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成24年1月～3月）

平成23年度「コリンズ・テクリス事業改善方針のフォローアップ」及び
「電子入札コアシステム事業改善方針の改訂」について（報告）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成24年1月～3月）は次のとおりです。

2012年1月号(No.272)から2012年4月号(No.275)の「コリンズの登録件数」において、地方公共団体の前年同月比の値に間
違いがありました。下記のように訂正し、お詫び申し上げます。
［正しい値］11月：1.00　12月：0.96　1月：1.06　2月：1.18

● 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） 

 

（　）：前年同月比（　）：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月 1月

1,168
(1.05)

17,038
(1.06)

628
(1.17)

2,093
(1.21)

2月 2月

1,593
(1.04)

15,780
(1.18)

551
(1.61)

2,018
(1.38)

3月 3月

3,967
(1.08)

16,737
(0.97)

845
(2.00)

1,825
(1.29)

国の機関 国の機関 地方公共団体地方公共団体

1月 1月2月 2月3月 3月

1.2

1.1

1.0

0.9

2.1

1.9

1.7

1.5

1.3

1.1

（経営企画部　参事　矢田敬）
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　平成23年度の上期の主な活動内容は9月号で紹介しま
した。本稿では、23年度下期の活動内容と24年度の活動
予定を紹介します。

【コリンズ・テクリス】
「コリンズ」
◇検索システムの利用状況
検索システムは、平成24年4月現在で府県・政令市で
100％、市関係で約81％、町村で約39％、全体で約62％
の発注機関で利活用されています。
◇登録の義務付状況
　全ての発注機関で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24年4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53％、町村で約22％です｡
◇登録の義務付状況
　全ての発注機関で登録の義務付がなされています。
 
　本年度の目標は、コリンズは70%、テクリスは50%の
検索システムをご利用をお願いしたいと思っています。
また、コリンズテクリスの登録の義務づけは、全ての発
注機関においてされています。しかし、義務づけの内容
を調査する必要があります。

【災害復旧効率化支援システム・Photog-CAD】
　災害査定業務の支援システムのPhotog-CADの普及を
図る一環として、近畿管内では初めての取り組みとして、
平成23年11月22日に(社)建設コンサルタンツ協会　共催
のもと講習会を開催しました。当日は、協会会員17名の
方が受講されました。
　平成24年度は幅広い普及活動を実施する予定にしてい
ます。

【電子入札コアシステム】
◇普及状況
　平成24年1月現在の電子入札コアシステムの利用状況は、
全国で、639団体（運用中527団体、開発中112団体）です。
近畿管内では、昨年の4月からすると12の機関が利用（単
独：2，共同10）を開始しました。結果、全ての府県政
令市で、また67市町村等（運用中64団体、開発中3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）に予定していました本会議は、台風6号
の影響により、8月22日（月）に延期しました。会議には、
41機関53名の方にご参加いただき、各機関での課題、コ
アシステムに対する要望等活発で有用な意見の交換が行
われました。
　本会議も、会員間での意見交換を主体に行うことを目
的に会議形態を変えて3年目、軌道にのってきたのでは
ないかと思います。
平成24年度は7月上旬開催の予定にしております。

　

41機関の参加のもと開催された会議全景

【建設ICTの振興】
◇情報化施工の普及促進セミナー・シンポジウムへの協賛
　情報化施工の2013年度一般化に向け、近畿地方整備局
が2010年度から情報発信を行っています。当センターで
は、CALS/EC推進の一環として位置づけ、これらの催
しに協賛し普及活動を行っています。2012年度もセミナー
等開催されると聞いています。

◇RCCM資格試験準備講習会
◎平成23年度は8月5日（金）に大阪国際会議場で開催しま
した。357名の方に受講していただきました。
◎平成24年度は、下記日程で開催します。
講習会の場所が昨年度までと変わっていますので、注意
してください。
開催日時：7月27日（金）
場所：大阪府商工会館　7階
　　（地下鉄：御堂筋線・中央線・四つ橋線　本町駅
　　　下車17番出口）
参加予定者数：300名

【広報活動】
◇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
等の普及を図る目的で、「建設技術展　2011近畿」に出
展しました。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、272名の方
が当ブースを訪れていただきました。有り難うございま
した。
　平成24年度もマイドーム大阪（大阪市中央区）で10月
31日（水）～11月1日（木）に開催される予定です。ご来場を
お待ちしております。

来場者に説明する職員

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）

地方便り

近畿地方センターの活動報告
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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
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JACICnewsの電子版移行のお知らせ

JACICnews4月号（No.275）でお知らせしましたように、印刷物としてのJACICnewsの
発行は次の2012年6月号で終了させていただきます。ただし、PDF化した電子版については
引き続きJACICホームページに掲載いたします。また、希望される方にEメールでJACIC関
連情報をお知らせする「JACIC ニュースレター」を新たに始めることといたしました。「JACIC 
ニュースレター」のお申込み登録は下記URLから可能ですので、この機会に是非ご登録い
ただくようお願い申し上げます。なお、創刊準備号は5月より送信する予定です。

http://www.jacic.or.jp/books/newsletter/index.html 

JACIC東北地方センター
電話：022-223-9665　　FAX：022-223-9673
mail：tohoku@jacic.or.jp
住所：仙台市青葉区二日町１６－１５
　　　アセンド仙台二日町ビル３階

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）

国土交通省電子入札シ

ステムはWindows7 SP1

に対応していますか。

平成24年3月26日、国土交通省電子入札システムはWindows 7 SP1に対応いたしました。

OS、ブラウザ等の組み合わせは以下の通りです。

※1 Windows XP Professional SP3, Windows XP Home Edition SP3
※2 Windows Vista Business SP2, Windows Vista Home Premium SP2
※3 Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium
※4 Windows 7 Professional SP1, Windows 7 Home Premium SP1
※5 上記のほか入札専用ソフトの対応については各認証局にお問い合せ下さい。
詳細については、e-BISCセンターホームページの「電子入札稼働環境」
（http://www.e-bisc.go.jp/environment.html）をご確認ください。

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

版を除く

版

版

版
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