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『平成24年度 電子入札コアシステム地方ブロック会議』開催報告
　電子入札コアシステム開発コンソーシアム事務局は、
地方ブロック会議（以下、「ブロック会議」という）を
全国9ブロックで開催しました。

１．会議の位置づけ、目的
　ブロック会議は、毎年1月下旬に東京で開催されるコ
アシステムユーザ会議（以下、「ユーザ会議」という）
の地方版として位置づけられ、ブロック毎の多くのユー
ザの参加機会を確保し情報・意見交換等を行うことによ
り、円滑な電子入札の開発・運営に寄与することを目的
として平成17年度から開催しています。
今年度のブロック会議は、コアシステム利用団体におい
て、平成25年度中に暗号アルゴリズム移行の対応が必要
となることから、早期の情報提供を行うため、例年より
も1ヶ月程早く開催しました。

２．各ブロック会議の日程と参加状況（118団体）
・北海道（札幌市）：平成24年6月19日（4団体）
・東北（仙台市）　：平成24年7月3日（8団体）
・関東（東京都）　：平成24年7月4日（21団体）
・北陸（新潟市）　：平成24年7月11日（11団体）
・中部（名古屋市）：平成24年6月26日（5団体）
・近畿（大阪市）　：平成24年6月27日（35団体）
・中国（広島市）　：平成24年6月29日（7団体）
・四国（高松市）　：平成24年6月28日（10団体）
・九州（福岡市）　：平成24年7月6日（17団体）

３．主な議題
【JRE（Java Runtime Environment）最新版への対応】
　JREは、Java言語で開発されたソフトウェアを実行す
るためのソフトウェアであり、コアシステムの利用にお
いて必要です。これまでコアシステムでは、JREのリビ
ジョンアップが行われた場合、1ヶ月程度で動作確認を
実施し、利用団体へ利用の可否を伝えてきました。今後
は、セキュリティの向上や民間認証局等の対応への影響
を考慮し、コアシステムの動作確認を2週間程度に短縮
することを報告しました。
　JREに関しては、現在も旧バージョン（JRE1.3）が利
用され続けているため、これらの廃止に向けた、各団体
の取り組み状況が報告されました。また、最新版の
JRE7への対応状況の確認もあり、コアシステムの動作
確認等を進めていることを報告しました。

【暗号アルゴリズム移行対応モジュールの提供】
　来年度の暗号アルゴリズム移行対応に備え、全体スケ
ジュールや新暗号対応モジュールのイメージ図等を用い
て、いつまでに何をする必要があるのかを説明し、来年
度の予算確保および準備をお願いしました。
　電子入札をASPやSaasによるサービス利用形態で運
用中の団体では、暗号移行に伴う費用が、サービス利用
料金に含まれるか、別途必要か、といった情報交換も行
われました。

【LGPKI専用クライアントソフトの料金について】
　先のユーザ会議において、暗号アルゴリズムの移行に
伴うLGPKI専用クライアントソフトの改良費用につい
ては、LGPKIを利用中の団体で按分し負担いただくこ
ととしました。本会議では、開発費用等を試算し各団体
に負担いただく費用について説明しました。

【コアシステムV5.2 for OSSおよびV6.0について】
　コアシステムのOSS（Open Source Software）対応
版の進捗状況、および今後の作業スケジュールにおいて、
平成25年4月にリリース予定であることを説明しました。
また、コアシステムV6.0の開発は、引き続き意見・要望、
および各団体でカスタマイズした機能等の情報を収集
し、検討を行っていくことを説明しました。

【その他】
　いくつかのブロックでは、電力不足に伴う計画停電に
よる電子入札への影響や運用方法に関し意見交換が行わ
れました。計画停電を経験した地区では、通常の停電時
の対応や紙入札の併用により運用されていたため、これ
らを参考に検討いただくこととしました。

４．終わりに
　今年度のブロック会議では、直近に控えている暗号ア
ルゴリズム移行を中心に意見交換や情報交換を行いまし
た。来年度には、移行作業が本格的化するため、引き続
き利用団体をしっかりサポートし、移行がスムーズ行わ
れるように努めたいと思います。
　お忙しい中、会議に参加いただいた方々には、お礼を
申し上げるとともに、皆様からの意見や要望等は、今後
の改良等に有効活用させていただく所存です。

（CALS/EC部　主任研究員　菊地修）

ニュースと解説
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１．CIM技術検討会
建設生産システム全体（企画～調査～計画～設計～積

算～施工～監督、検査～維持管理、サービス提供）を一
体的に捉え、一連の過程における関連情報の統合・融合
により、その全体を改善し、新しい建設管理システムを
構築するCIM（Construction Information Modeling）を
実現するため、三次元オブジェクト等を活用し、様々な
技術的な検討を行うことを目的に、「CIM技術検討会」
を平成24年7月4日に設立しました。JACICがとりまとめ
を行います「CIM技術検討会」は11の研究機関等による
自主的な取り組みとして、CIMの推進を技術面でサポー
トしてゆくことになりましました。8月10日に、国土交
通省に設置されたCIM制度検討会と有機的に連携し、両
輪となってCIMを推進してゆきます。

国土交通省で開始される試行業務をフォローすること
により、建設生産システムの効率化、品質向上を確認す
るとともに、当面の目標として、平成24年度内に、必要
な技術開発項目、基準類の見直し項目の一次とりまとめ
を行うことを検討方針としました。

また、具体的な検討体制として検討会に、①基本問題・
データモデル・属性に関するワーキング、②計測技術・
情報化施工に関するワーキングの2つを設置し検討をス
タートしました。今後、必要に応じて細分化することと
しました。

２．検討項目・スケジュール
CIM技術検討会で実施する検討項目は、CIMの具体的

イメージやCIM導入の効果を検討することから開始し、
試行業務のサポートやフォローを行うことにより、CIM
実用化に向けた人材育成方針、技術開発項目や建設生産
システムの改良点、基準等の見直しを検討することとし
ました。

検討スケジュールとしては、2つのワーキングを毎月1
回程度の頻度で開催し、平成24年度上半期を目途に、
CIM具体的イメージ、求めるレベルと試行業務で実施す
る内容をとりまとめることとしました。平成24年度末に
は、CIM実用化に必要な技術開発項目、基準類の見直し
項目の一次とりまとめを行うことを目標としました。

３．今後の展開
CIMの推進では基準づくりからではなく、現場での実

践からスタートすることが重要です。
JACICでは、試行業務をCIM技術検討会でフォローす

ることにより、①既に整備された各要素技術を統合・融
合し、②途切れがちな建設生産システムの各フェーズを
一体的に捉え、③インフラの利用者へのサービスを提供
する原点である維持管理を出発点として考え、④多忙な
現場発のニーズを基にした実践により、⑤技術者一人一

人が意識改革をしてICTを前向きに使い、各関係者が手
を携え一体となってCIMを推進してゆきます。

（研究開発部　建設ICTグループ長　元永秀）

CIMの動向（その２）
～CIM技術検討会の設立～

CIM技術検討会の設立

建設生産システム全体（企画～調査～計画～設計～積算～施工～監督、検査
～維持管理、サービス提供）を一体的に捉え、一連の過程における関連情報の
統合・融合により、その全体を改善し、新しい建設管理システムを構築するCIM
（Construction Information Modeling）を実現するため、三次元オブジェクト等を
活用し、様々な技術的な検討を行うことを目的とする。

・名称： CIM技術検討会
・メンバー ：

1.目的

2.検討会の構成

日本建設情報総合センター、先端建設技術センター、日本建設機械施工協会、
建設物価調査会、経済調査会、国土技術研究センター、日本建設業連合会、
全国建設業協会、建設コンサルタンツ協会、全国測量設計業協会連合会、
全国地質調査業協会連合会 （１１機関） ※順不同敬称略

・オブザーバ：
国土交通省大臣官房技術調査課、総合政策局公共事業企画調整課
国土技術政策総合研究所、国土地理院、土木研究所

CIM技術検討会の設立

・CIMの具体的イメージの検討、明確化
（先導的モデル事業および一般モデル事業で求めるレベル）

・CIM導入の効果
・設計、施工、維持管理に関する技術開発の方向性の検討
・CIM実用化に向けた人材育成方針の検討
・試行事業についてサポート体制の検討、試行結果のフォロー
・データモデル、属性データに関する技術的検討

（データベース、データ構成、関連技術等の検討）
・CIM実用化に向けた技術開発検討項目の検討
・CIM実用化に向けた建設生産システの改良点、基準等の見直しの検討 等

3.検討事項、検討体制

(２)計測技術/情報化施工 WG （主務：先端センター、施工総研）

→２つのWGでスタートし、必要に応じて細分化

(１)基本問題/データモデル/属性 WG （主務：JACIC、物価調査会、経済調査会）

・測量、地質調査技術開発の方向性の検討
・情報化施工におけるデータ連携の技術的検討
・CIM実用化に向けた技術開発検討項目の検討
・CIM実用化に向けた建設生産システの改良点、基準等の見直しの検討 等

3

CIM技術検討会の設立

4.当面の目標
CIMを推進するために国土交通省で開始される試行工事をフォローすることにより、

建設生産システムの効率化、品質向上を確認するとともに、当面の目標として、平成
24年度内に、必要な技術開発項目、基準類の見直し項目の一次とりまとめを行う。

5.スケジュール

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
○7/4第１回検討会

○8/9第1回合同WG

○第２回基本問題/データモデル/属性 WG
○第２回計測技術/情報化施工 WG

○第２回検討会 ★下半期 国土交通省試行工事 開始
（試行業務）

○第３回検討会（現地）
※各WG １回／月の頻度で開催

○第4回検討会

平成24年 平成25年

図1　CIM技術検討会の設立について
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8月13日夜から14日にかけ、大阪府・京都府・

滋賀県などを局地的豪雨が襲い、近畿各地で

河川の氾濫や土砂災害が発生しました。近畿

地 方 整 備 局 緊 急 災 害 対 策 派 遣 隊（TEC-

FORCE）の要請により、8月23日京都府宇治

市に復旧支援のためJACICより4名（近畿地

方センター長、および本部より3名）の職員

が赴き、宇治市消防本部にてPhotog-CAD利

用のためパソコンを使った説明ののち、被災

箇所の調査を行いました。

Photog-CADは災害査定の申請書類（査定

設計書）の作成を迅速に行うことができるソ

フトウェアです。家庭用デジタルカメラを用

いた写真測量技術により三次元測量を行い、

内蔵するCAD機能を使って設計を行い、総

合単価を用いた積算と帳票作成ができます。

図形情報は他のCADに受け渡すデータ形式

（SXF・DXF等）への出力も可能です。

（１）Photog-CADの概要と操作説明

宇治市役所と近畿地方整備局の職員を対象

として、Photog-CADについてパソコンを

使った操作説明を行いました（写真１）。

（２）被災箇所の調査と計測結果

宇治市役所から車で10分ほどの被災箇所に

移動して、現地の撮影を行いました。事務所

に戻り、被災箇所で撮影した写真を基に標定

作業と計算処理を行って三次元モデルを作成

しました。近畿地方整備局の職員が撮影した

別な被災箇所の写真についても同様に標定作

業と計算処理を行って、CAD機能について

操作説明を行いました。

近畿地方整備局の職員から「操作に慣れれ

ば、作業を省力化できるソフトである」との

評価をいただきました。

（Photog-CAD普及促進PT　研究開発部　主任研究員　瀧口博之）

京都府南部豪雨災害の復旧支援

写真1　Photog-CADについてパソコンを使った操作の説明

写真2　被災箇所に三次元モデルを重ね合わせて表示した例



- 4 -

2012.10月号

去る８月３日（金）、アジア建設IT円卓会議に招聘さ
れたアジア各国の専門家による「記念講演会」が約80名
の参加者を集めて東京グランドホテルにて開催されまし
た。この講演会では、アジア各国の建設情報分野におけ
る最新情報がプレゼンテーションされましたので、その
詳細を報告します。

表1　各演題と講演者

1. 「アジア建設IT円卓会議総括と「土木情報学」国
際会議の計画」

　　大阪大学大学院　矢吹信喜　教授
2.「現代中国の建設分野における情報化の進展」

　　　　　　中国清華大学　馬　知亮　教授
3.「IFCベースBIMの土木インフラへの適用」

　　　　　　　韓国延世大学　李　相澔　教授
4.「香港建設分野における情報技術の新潮流」

　　　　　　香港科学技術大学　J.S.クアン　教授
5.「台湾における建設IT事情」

　　　　　　台湾国立大学　謝　尚賢　教授
6.「シンガポールにおける建設分野の政策と戦略」

　　　国立シンガポール大学　ソムサック　教授
7.「オーストラリアにおけるBIM共同研究センター」

　　　　　　カーティン大学　ワン　教授

１．矢吹教授の講演
「土木学会とJACICが過去７回開催してきたアジア建

設IT円卓会議は十分成果があった」と総括されたあと、
「土木分野にITを応用する学問領域として『土木情報学』
を図の『欧米の土木工学』にならって確立していきたい」
と訴えられました。

　
２．海外の教授たちの報告

中国の馬教授からは、「2008年北京オリンピックと
2010年上海万博を通じて中国建設分野ではBIMが実用化
され、益々実用段階になっている」という話がありまし
た。また「中国の長大橋に関しての技術は、実際の施工
を経て既に世界一である」と強調されました。

韓国の李教授からは、「韓国建築分野のBIMは既に発
注官庁のガイドラインまで決められているのに対し、土
木分野の政府計画はない」という正直なレポートがあり
ました。一方で橋梁の設計や現場施工シュミレーション、
CO2削減計画など現場レベルで進む豊富な３次元活用の

実例を紹介していただきました。
香港のクアン先生からは、「香港政庁は３次元利用に

対して非常に保守的であるものの、民間の技術は進んで
いる」という報告とともに、地下鉄の保守計画への適用
事例が紹介されました。

台湾大学の謝先生からは、豊富な民間工事のBIM利用
の実例を紹介して頂きました。また「大学の中にBIMセ
ンターを作り、民間のBIM利用の動きを奨励する活動を
している」との報告がありました。

シンガポールのソムサック先生からは、「シンガポー
ル当局はきれいな街づくりに熱心に取り組んでいる」と
いう話に加え、地上と地下を同時施工したビルの事例も
紹介いただきました。

オーストラリアのワン教授からは、「国内の建設投資
規模は小さくBIMもこれからである」という話がありま
した。しかし大学を中心としたBIM共同研究センターを
設立しているという話もありました。

日本と欧米の違い

日本の土木工学

対象物は，社会基盤施設

１．構造

２．水理・水文

３．土質・地盤

４．交通，計画，景観設計

５．コンクリート，材料

６．施工，建設マネジメント

７．環境

日本の建築学

対象物は，ビル・家屋

１．意匠

２．構造

３．設備・環境

欧米の建築学

Architecture

欧米の土木工学

Civil Engineering

図1　欧米の土木工学の範囲

３．全体的な感想
3年前の平成21年８月にもJACICは同様なセミナーを

開催しておりますが、その時の講演内容と比較しますと、
アジア各国の建設分野における３次元情報の活用も「研
究段階」からいよいよ「実用段階」にはいって来たかな、
という印象を強くしました。

以上の内容は、下記のJACICホームページ「WEBセ
ミナー」でも参照できます。是非ご覧下さい。

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

　　　　　　（国際プロジェクトチーム　河内康）

アジア建設IT円卓会議記念講演会　開催報告
～アジア各国の建設情報分野の最新事情について～

JACIC便り



- 5 -

2012.10月号

シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の資

格制度が、平成3年度に創設され、今年度で22年目とな

りました。JACICは昨年に引き続き、国土交通省の後援

を受け、「平成24年度RCCM資格試験受験準備講習会」

を7月中～下旬に全国11会場で開催しました。

本年度も「テキスト」を最新の内容に改訂するととも

に、「想定問題・解答」の専門技術知識に昨年度の問題

傾向を取り入れ、巻末には平成21～23年度の3ヵ年度の

問題を掲載しました。また、講習会当日には、問題Ⅲ解

答論文構成例を配布するなど、講習内容の充実を図って

きました。

右表・グラフに示すように本年度の申込者数は2,339

名、出席者2,212名（出席率94.6％）でした。また、平成

15年から今年度までの申込者数をみると、ほぼ2,500名

前後で推移しています。昨年度は、平成22年12月1日の

RCCM資格制度の改定で受験する際に必要とする業務の

経験年数が短縮されたこと等により2,700名を超える申

込みがありましたが、今年度は例年並の人数に戻ってい

ます。

JACICでは、今後も、建設コンサルタント技術者の技

術力向上とRCCMの普及を目指し、講習内容の充実に努

めていきたいと考えております。

札幌会場の様子

なお、平成24年度版RCCM資格試験受験準備講習会テ

キスト等の残部について有償配付しております。

希望される方はJACICホームページ（http://www.

jacic.or.jp/topics/2012073001/rccmhanbai.html）からお

申し込み下さい。

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。

平成24年度　申込者数と出席者数

開催地 開催日 申込者数 出席者数
札　幌 7/26（木） 193 183
仙　台 7/20（金） 252 238
東京１ 7/23（月） 324 303
東京２ 7/27（金） 373 354
新　潟 7/19（木） 126 119
名古屋 7/25（水） 182 171
大　阪 7/27（金） 301 290
広　島 7/24（火） 123 114
高　松 7/20（金） 93 90
福　岡 7/24（火） 285 265
沖　縄 7/26（木） 87 85

合　計 2,339 2,212

申込者数の推移（平成15年度～平成24年度）
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（経営企画部　参事　福島康博）

平成24年度RCCM資格試験受験準備講習会終了
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今回は、副産物システムにおいて受注者（排出事業者）
用としてユーザーの要望に基づいて整備した、受注工事
の「工事概要一覧」の出力機能について紹介します。

画面－1は受注者のトップ画面で、まず上段のメニュー
から「工事検索」をクリックします。一旦、受注工事に
ついて抽出する範囲（発注者、工事場所、施工時期等）
を選択する画面に遷移しますので、これらを確定して帳
票を出力します（画面表示、Excelファイル作成）。

　画面－2は画面表示の出力イメージで、発注機関、
工事名、工事場所、工期等の基本的な情報を閲覧するこ
とができます。（右側には工事単位で各種処理を行うボ
タンも表示されます。）

さらに、右上の「一覧表印刷」をクリックすると、表
－1に示す出力イメージで、同じ情報をExcelファイルと
して作成します。各種の加工を行うことにより、受注工
事の管理用ツールとしても利用することができます。

〔参　考〕　システム利用のワンポイント
第1回目で紹介した地図検索画面において、「自工事」

のみにチェックマークを入れると、地図画面上には自工
事（自発注又は自受注）のみがマーキングされ、これら
を総観することができます。

さらに、地図画面上の自工事の表示窓をクリックする

と、画面－2の右側の処理メニューと同じ処理を行う画
面に遷移します。

従って、地図検索からでも、工事単位での処理を全て
行うことが可能となります（新規登録を除く。）。

（建設副産物情報センター長　田山成一）

副産物システムの工事概要一覧の出力機能（受注者用）
【建設副産物・発生土情報交換システムの新機能　シリーズ3／5】

クリック

表ー1　工事概要一覧の出力イメージ（Excelファイル）

画面ー2　工事概要一覧の出力イメージ（画面表示）

画面ー1　受注者のトップ画面

クリック
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　東北地方センターでは、東北六県の227市町村を担当

地域として、コリンズ・テクリス関連の業務、電子入札・

電子納品講習会、RCCM講習会等を実施しております。

　平成24年度の主な活動報告を紹介します。

■【コリンズ・テクリス】
〔コリンズ〕
◇検索システムの利用状況及び登録義務付け状況

　検索システムは、JCISと併せて平成24年4月現在、県・

政令都市で100%、市関係で約66%、町村関係で約11%、

自治体全体で約31%の発注機関で利活用されておりま

す。

　また、登録の義務付は、検索システムの約3倍で、自

治体全体で約92%となっております。

〔テクリス〕
◇検索システムの利用状況及び登録義務付け状況

　検索システムは、平成24年4月現在、県・政令都市で

100%、市関係で約30%、町村関係で約1%、自治体全体

で13%の発注機関で利活用されております。

　また、登録の義務付けは、コリンズと同様に検索シス

テムの約3倍で、自治体全体で約45%となっております。

　本年度は、発注者の皆様に検索システムのさらなるご

利用と、登録義務付けをお願いしたいと思っております。

■【本年度に実施した主な活動記録】
◇Photog-CAD（災害査定申請の支援ツール）の講習会

　6月8日に青森市において開催いたしました（9月号で

北海度地方センターが紹介しましたので、ご参照くださ

い）。

◇東北地方コアシステムブロック連絡会議の開催

　7月3日に仙台市において、電子入札コアシステムをご

利用いただいている発注機関と、情報交換しました。

◇RCCM資格試験受験準備講習会の開催

　7月20日に仙台市において、開催しました。本年度の

受講者は、約240名でした。

◇施工パッケージ説明会

　施工パッケージ型の土木積算説明会を、7月27日に盛

岡市内、8月22日に秋田県庁において開催しました。

■【今後の主な広報活動】
◇「EE東北’12」

　「EE東北」は、東北地方整備局等が共催で、建設技術

に係わる新技術・新材料・新工法その他、時代のニーズ

に対応し開発された新技術を公開し、その普及を図るこ

とにより、技術開発を促進するとともに、良質な社会資

本整備を通じて地域の発展に寄与することを目的とし

て、平成2年度から開催しており、今回で22回目を迎え

ます。

　JACICは、「EE東北」に後援するとともに、JACICが

開発しました①Photog-CAD、②建設副産物・発生土交

換システム、③BCPサポートシステムを出展します。

・開 催 日　平成24年10月24日（水）、25日（木）

・開催場所　夢メッセみやぎ（仙台市宮城野区港3丁目1-7）

★ JACICの

　出展予定場所は、

　A-50ですので、

　ご来場ください。

　

東北地方センター

TEL：022-217-3231（※）

E-mail: tohoku@jacic.or.jp
（※）コリンズテクリスの問い合わせ以外の電話番号です。

地方便り
東北地方センターの活動報告
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平成24年6月～8月のコリンズ・テクリスの登録件数の状況は、次のとおりです。
昨年比増が続いておりましたが、8月は国・地方のコリンズ・テクリスともに昨年並みの水準に近づいて来ました。

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、また広く一般の皆さまを対象に
研究発表会を開催しております。第14回となる今年度は、11月15日に研究助成事業報告会と同日開催を予定しております。
　　　
　　　　　　●日　　　時：平成24年11月15日（木）	 10:00～12:00　建設情報研究所研究発表会
	 13:00～17:00　JACIC研究助成事業報告会
　　　　　　●場　　　所：乃木会館４Ｆ豊

とよの

明
あかり

　　　　　　●研究テーマ：CIM、Photog-CAD、施工パッケージ型積算、SXFデータ作成要領、等

※詳細に関しては、11月号でご案内します。
　過去の研究発表会の内容等は以下のサイトをご覧ください。
　http://www.jacic.or.jp/kenkyu/index.html

（経営企画部　次長　河内康）

（広報グループ長　河内康）

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成24年6月～8月）

第14回建設情報研究所研究発表会開催のご案内

JACIC便り

JACIC便り

● コリンズ
コリンズの登録件数（契約額500万円以上）

6月 7月 8月

国の機関 1,200
 （1.11）

1,924
 （1.19）

2,026
 （1.10）

地方公共団体 15,341
（1.07）

20,559
（1.10）

20,185
（0.97）

（　）：前年同月比

● テクリス
テクリスの登録件数（契約額100万円以上）

6月 7月 8月

国の機関 1,600
（0.97）

1,773
（1.00）

1,918
（1.05）

地方公共団体 8,613
（1.16）

10,086
（1.17）

9,360
（1.07）

（　）：前年同月比

■編集・発行
〒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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JACICホームページ http：//www.jacic.or.jp/一般財団法人 
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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100万円以上）
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