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「EE東北’13」への出展報告 
ニュースと解説

1.　EE東北’13
6月5日、6日の2日間、「EE東北’13」が夢メッセみや

ぎにおいて開催されました。EE東北は、建設技術に係
わる新材料・新工法その他時代のニーズに対応して開発
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、良質な社会資本の整備を通
じて地域社会の発展に寄与することを目的としていま
す。平成2年度から開催されており、今回が23回目の開
催となります。

JACICではEE東北’13を後援するとともに出展もし
ましたので、その概要を報告します。

2.　今年度の開催状況
EE東北’13は「復興へ、今こそ活かそう新技術」を

キャッチコピーに掲げ、出展社数290社（出展技術数682
技術）と、多くの建設関連の新技術が展示公開されまし
た。技術分野においては、「復旧・復興」関係が175技術
で、一番多い分野でした。

各出展者ブースでは各社の新技術についての説明・実
演が行われました。会場には、行政や企業だけではなく、
学校関係者も多く見学に訪れていました。大学展示もあ
り、産学官一体となった技術展でした。

また、展示だけではなく、出展者プレゼンテーション
や東北地方の高校生が製作した「橋梁模型」の展示など
も行われていました。

二日間で過去最多の延べ12,000人の方が来場され、盛
況のうちに終了しました。

3.　JACICの出展状況
JACICは、次の4つのシステムについて、パネル展示

とパンフレット配布によって紹介を行いました。また実
際にシステムを操作するなど、モニターを利用して分か
り易い説明を行いました。
・Photog-CAD

災害復旧事業費の申請書類の作成を迅速に行うことが
できるソフトウェア
・CIM

建設生産プロセス全体を一体的に捉え、建設情報の統
合・融合による新しい建設管理システム
・BCPサポートシステムプロジェクト

被災地の早期復旧・復興に資するために、複数のシステ
ムの機能を人〈BCPサポーター〉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を目指したプロジェクト
・建設副産物・建設発生土情報交換システム

建設リサイクルを推進するため、工事情報や処理施設
情報等をインターネット上で情報交換するシステム

建設副産物情報交換システムと建設発生土情報交換シ
ステムはともに地図上で様々な情報を確認できる機能を
持っており、システムを操作して、簡単に再資源化施設
等が検索できることを来場者に説明しました。

展示ブースには、行政から業界関係者まで幅広い方々
にご来場いただきました。東北地方センターの職員と各
システムの担当者が来場者に説明を行い、多くの方に
JACICが提供しているシステムに関心を持っていただけ
た場となりました。

（建設副産物情報センター　参事　小山淳）

写真-1　開会式 写真-2　JACICの展示ブース
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●ITマネジメント賞とは

　ITマネジメント賞は、（一社）全国土木施工管理技士

会連合会が募集する「土木施工管理技術論文」を対象に

して、『IT（情報技術）を利用して工事（改築・改修・

新設・維持等）の工期短縮、施工合理化、品質向上、安

全性向上、環境保全に役立てた事例』を取り扱った技術

論文の中で、最も注目される論文に贈られる賞です。賞

の選定は、審査委員会の審議により行われています。

　JACICは平成18年から「土木施工管理技術論文」に協

賛し、ITマネジメント賞に賞金の提供を行っています。

過去６回は下表に示す技術論文がITマネジメント賞を

受賞しています。

●平成24年度の受賞者

　平成24年度に募集しました「第17回土木施工管理技術

論文」における「第7回ITマネジメント賞」は、（株）

玉川組の竹樋満寛氏、谷口武俊氏の「3次元スキャニン

グデータを活用した橋梁耐震補強施工について」に決定

しました。

●寄せられた論文と報告、審査内容

　「第17回土木施工管理技術論文」には、全国各地から

技術論文が33編、技術報告が52編の応募がありました。

　受賞論文は、33編の技術論文から選定されました。既

設橋梁の耐震補強施工において、施工前後の確認に3次

元スキャニングデータを活用した点がIT技術の応用と

して評価されています。

●受賞論文の概要

　本稿では、北海道空知川に架かる新空知大橋における

耐震補強工事の施工に、3次元スキャニングデータを活

用する例が報告されています。

　現場は寒冷で4月初旬までは降雪が続き、仮設や高所

作業車を使った測量は工程や経済的負担が大きくなりま

す。本工事では仮設や高所作業車等を使用せず、スキャ

ニング測量を用い、橋梁形状の3次元データを取得・解

析により、施工の妥当性確認を行いました。

　まず、スキャニング測量では3次元点群データから3次

元モデルを作成、既設橋脚の出来形確認を行います。3

次元モデルは、点群データをポイントファイルとして処

理、サーフェイスを作成しました。作成した3次元ソフ

ト上のサーフェイスは、平面に寝かした状態で上面と下

面、別々に作成、解析に用いました。再度、補強施工後

にスキャニング測量からサーフェイス作成まで、同様の

作業を行いました。施工後の解析結果は、補強施工後の

橋脚幅が設計上の厚さが確保できていると判断できまし

た。通常2名で4週間の計測時間が必要とされましたが、

人員と計測時間の短縮により、30日の工程短縮となりま

した。

　今後は、得られたデータを活用して維持管理への応用

が期待されます。

●おわりに

　今年も「第18回土木施工管理技術論文」を募集します。

ITマネジメント賞を目指す論文を多数お待ちしていま

す。

（経営企画部　参事　桔梗靖之）

第7回　ITマネジメント賞（第17回土木施工管理技術論文）
～JACIC協賛～

ニュースと解説

ITマネジメント賞の過去の受賞論文

回数（年度） 題目（著者）
第1回（H18年度） GPS三次元計測を用いた地組桁の輸送・架設（神野勝樹）
第2回（H19年度） GPSを利用した「NSPシステム」による情報化施工（中澤穣、赤田淳）
第3回（H20年度） 鋼道路橋の支点部補強工事における施工管理（疲労きれつ監視システムと反力調整）（石原拓土、峯田敏宏）
第4回（H21年度） 情報通信技術を用いた道路土工の品質向上（藤森幸太）
第5回（H22年度） 大型起重船3隻相吊りによる大ブロック架設（江野本学）
第6回（H23年度） 3次元CADを活用した現場管理（川上康弘）
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平成25年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内
JACICでは、平成25年度もRCCM資格試験受験準備講

習会を全国10会場で11回にわたり開催します。その詳細
が決定しましたので、ご案内いたします。
●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25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25年6月1日（土）～平成25年7月10日（水）�
　※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25年11月10日（日）に実施します。
　�受験申込書の購入、手続き等、試験に関する内容は、（一

社）建設コンサルタンツ協会ホームページ（http://
www.jcca.or.jp/qualification/rccm/introduction/25_
shikenannai.pdf）を参照してください。

　（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

JACIC便り

表-1　平成25年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場

表-2　講習会のプログラム

№ 開催地 開催日 会場名 住所 TEL 定員
1 札　幌 7/26（金） 北海道経済センター 札幌市中央区北1条西2丁目 011-231-1355 250
2 仙　台 7/23（火） フォレスト仙台 仙台市青葉区柏木1-2-45 022-271-9340 230
3 東京1 7/22（月） 日本都市センター会館 千代田区平河町2-4-1 03-3265-8211 400
4 東京2 8/05（月） 日本都市センター会館 千代田区平河町2-4-1 03-3265-8211 400
5 新　潟 7/24（水） 新潟県建設会館 新潟市中央区新光町7番地5 025-285-7111 160
6 名古屋 7/31（水） 名古屋国際会議場 名古屋市熱田区熱田西1-1 052-683-7711 300
7 大　阪 7/25（木） 大阪国際会議場（グランキューブ大阪） 大阪市北区中之島5-3-51 06-4803-5555 290
8 広　島 7/31（水） メルパルクHIROSHIMA 広島市中区基町6-36 082-222-8501 150
9 高　松 8/01（木） 香川県土木建設会館（サン・イレブン高松） 高松市松福町2-15-24 087-823-4550 140
10 福　岡 7/30（火） JR博多シティJR九州ホール 福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-292-9258 320
11 沖　縄 7/25（木） 沖縄産業支援センター 那覇市字小禄1831-1 098-859-6234 180

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。

時　　間 内　　容 講　　師
10：20 ～ 10：30 挨　拶
10：30 ～ 12：00 建設コンサルタント業務とその管理（契約関係） 発注機関講師
13：00 ～ 14：30 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）

業務管理技術研究会委員
14：40 ～ 15：30 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）
15：30 ～ 16：00 RCCM 資格試験受験準備について JACIC 担当者

（経営企画部　参事　福島　康博）

http://www.jcca.or.jp/qualification/rccm/introduction/25_shikenannai.pdf
http://www.jcca.or.jp/qualification/rccm/introduction/25_shikenannai.pdf
http://www.jcca.or.jp/qualification/rccm/introduction/25_shikenannai.pdf
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2012年度のJACIC NET利用状況
1.　はじめに

JACIC�NETは、インターネットを通じて各種の建設
事業に関する情報を提供している有料サイトです。会員
は、官公庁を始めとして、建設業の方、建設コンサルタ
ント業の方などいろんな分野の方に利用されています。

JACIC�NETは、コリンズ・テクリス一般検索、発注
情報、国土交通官公庁職員案内などを通じて、建設事業
に関する情報の共有化に貢献すると共に、会員各位の
PCからワンストップで、日々発生する建設情報をでき
る限りリアルタイムで閲覧できるように対応して提供し
ております。

2.　会員数とアクセス数
2013年3月末（2012年度末）の会員数は1,180（2011年

度末1,216）で、全アクセス数は184万件（同164万件）
でした。月別アクセス数は、図-1のとおりです。昨年度
と比較しますと、会員数は逓減していますが、アクセス
件数は、19万件ほど増えております。

図-１　月別アクセス数

3.　コンテンツ別アクセス数（比率）
JACIC�NETのコンテンツは、ニュース、発注情報、

指名停止情報、人事情報、データベース、予算、コリン
ズ・テクリス検索の7種類に大きく分類されます。

2012年度のJACIC�NET会員の利用総アクセス数は
1,839,641件でした。コンテンツ別のアクセス数（比率）
を整理すると、図-2のようになります。

コリンズ・テクリスの一般検索が全体の58%を占めて
いますが、前年度と比べ12%増加しています。

コンテンツ別では、ニュース等（前年度比3.54倍）、
コリンズ・テクリスの一般検索（同1.16倍）、指名停止
情報（同1.2倍）のアクセス数が増加しました。
＊�ただし、ニュース等には、新聞が昨年の5月からアク

セス数のカウントの対象になっています。

4.　2013年度予定している主な改善内容
会員の皆様へよりよい検索環境の中で迅速かつ丁寧な

情報提供をモットーに、今年度も以下の2点に重点をお
きながら、情報提供の改善を図って参る所存であります。

まず、一昨年のリニューアル時に追加しました「国土
交通官公庁職員歴代」は、現在、組織と職位を組み合わ
せると約9千検索が可能ですが、新年度予算が成立して
新組織が増えておりますので、プルダウンメニューに新
組織を追加する予定にしております。

また、トンネル諸元情報検索につきましても、発注者
（小分類）のプルダウンメニューに、現在は旧組織名し
か入っていなくて、検索しにくい環境になっていること
から、旧組織+新組織（例えば、水資源開発公団+水資
源機構）を追加する予定としております。併せて、発注
者（大分類）と発注者（小分類）の関係につきましても
精査する予定としております。

5.　これから
ユーザーの皆様からの要望等を踏まえ、中・長期的な

課題として、コンテンツ（既存データの集計加工・分析・
公表）の追加等を検討して参ります。　

これからも会員の皆様のご要望などを踏まえ、さらな
る改善を図って参る所存ですので、引き続きのご利用と
共に、忌憚のないご意見・ご要望をどんどんお寄せくだ
さい。お待ちしております。
お問い合わせ先
TEL：03-3584-2405�
E-mail：jacicnet@jacic.or.jp
関連サイト：
http://www.jacicnet.jacic.or.jp/jacic-net/?q=admission

�（総務部　菊池正男）

JACIC便り
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2012年度 187,791  155,064  161,781  168,019  152,605  135,058  167,125  160,748  145,994  140,865  137,094  127,497 
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予算・その他
　（0.2％）

コリンズ・テクリス検索
　（58.2％）

データベース
　（0.3％）

人事情報
　（26.2％）

ニュース等
　（2.3％）

指名停止情報
　（2.6％）

発注情報
　（10.2％）

総アクセス数

1，839，641

図-２　メニュー別アクセス数（比率）

http://www.jacicnet.jacic.or.jp/jacic-net/?q=admission
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1.　はじめに
情報セキュリティにおける脅威を第1回から5回まで述

べてきました。
今回は、情報セキュリティへの基本を怠る事による脅

威、パスワードの管理、離席時のセキュリティ管理、執
務室の整理整頓、重要書類の破棄について説明します。

2.　パスワードの管理
ハスワードの変更を定期的に行わず長期間同じパス

ワードを使用していると不正アクセスの原因となりま
す。パスワードを付箋紙に書いて、パソコンに貼り付け
る行為は危険です。

パスワードは、個人情報に類するものを使わず、推測
されにくいものとし、長さは8文字以上、大文字、小文字、
英数字や記号を混ぜると良いでしょう。

パスワードの使いまわしも危険です。パソコンの立ち
上げや業務で利用するシステムを一つのパスワードだけ
で管理することは、危険です。全てパスワードを変える
必要はないかもしれませんが、せめてパソコンの立ち上
げと、システムの利用のパスワードは、分けておいた方
がいいでしょう。

尚、パスワードを入
力する時、背後からの
のぞき見にも注意する
必要があります。

 
3.　離席時のセキュリティ管理

離席する時は、パソコンに対してスクリーンロックを
かけ、他人が利用出来ない状態にする必要があります。
こうすれば、無断で使用されるおそれがありません。

具体的には、事前準備として、スクリーンセイバーを
10分以内でONにしておく。

離席する時には、作業
中のウィンドウを閉じ、
見られても問題ない画面
とし、席を離れると効果
的です。この様にすれば、
画面の内容が見られず情
報漏洩を防げます。

4.　執務室の整理整頓
机上に書類を積み上げたり、作業途中の書類をそのま

まにしたりして帰宅することは情報漏洩につながりま
す。作業した書類は、机の中にしまいましょう。

重要書類、プロジェクター、PC等は、鍵のかかるロッ
カーに入れ管理しましょう。執務室の通路に荷物を置い
ていると、災害時の時の避難のじゃまになり危険です。執
務室は、整理・整頓・清掃・清潔が重要になってきます。

 
5.　重要書類の廃棄

書類の破棄を安易にすると重大な脅威につながります。
重要書類の破棄は、必ずシュレッターにより行いま

しょう。簡単に破って、ゴミ箱に捨てるのは、情報漏洩
につながります。しかし、一番重要なことは、むやみに
プリントアウトしないことです。ペーパレスが重要です。

 
6.　JACICの対応

JACICでは、毎年講習会を開いて、情報セキュリティ
の基本的な事柄を中心に説明しています。それに加え
て、最新の情報セキュリティ脅威やそれらの対応などの
情報を説明し伝えています。この様な教育により、
JACIC職員のセキュリティレベルの向上を図っています。

参考文献：「IPA（独立行政法人　情報処理推進機構）」
　　　　　「対策のしおり」より

（システムエンジニアリング部　参事　三宅基裕）

JACIC便り

情報セキュリティへの脅威（6）
～情報セキュリティに対しての基本を怠る事による脅威～



JACIC情報は、JACICが年2回発行している機関誌で、

毎回特集を組んでいます。今回の108号は7月中の発行予

定で、特集は以下の通りです。

特集：公共調達をめぐる最近の潮流

　　　～施工パッケージ型積算の動向～

「施工パッケージ型積算方式」は、従来の「ユニット

プライス型積算方式」の課題の改善を目的とした新しい

積算方式です。

従来の積算方式については、デフレスパイラルなどの

価格の妥当性への懸念や、価格の透明性確保などの課題

が指摘されてきました。

また、公共工事は発注者側の積算に基づく入札・契約

が原則であるため、積算担当技術者の減少などにより積

算作業の負担が大きくなりつつあり、積算作業のさらな

る効率化・簡素化が求められています。

これらに対応するため「施工パッケージ型積算方式」

が提案され、国土交通省では平成24年10月1日以降に入

札を行う土木工事で試行が開始されており、また、地方

公共団体でも導入の検討が始まっています。

本特集では、国土交通省の取組みや地方公共団体・民

間企業の対応状況を紹介するとともに、積算方式を含む

公共調達の将来像を展望します。

主な内容

①巻頭言：

国土交通省　菊川滋　技監

②特別講座：

愛媛大学　木下誠也　教授

③国土交通省の取組み

大臣官房　技術調査課

国土技術政策総合研究所　建設システム課

北海道開発局　事業振興部　技術管理課

関東地方整備局　企画部　技術管理課

近畿地方整備局　企画部　技術管理課

④施工パッケージ型積算方式への期待：

（一社）日本道路建設業協会

（一社）日本建設業連合会

⑤地方公共団体の対応：

秋田県　建設部

大阪府　都市整備部

高知県　土木部

⑥JACICの取組み：

積算システムセンター

JACIC情報バックナンバーURL：

http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html

JACIC情報はバックナンバーとも、1冊1,050円（税込、

送料別）です。ご購読のお申し込み、お問い合わせは、

総務部（Tel.03-3505-2981）までお願いいたします。

図　JACIC積算センターホームページ
https://www.j-200.jacic.or.jp/top/　

（経営企画部　参事　米田晴彦）
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JACIC情報108号のご案内（予告）

JACIC通信

http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
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地方便り

暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は、平成25年度の北陸地方センターの主な活動状況・
活動予定をご紹介します。

■北陸地方センターホームページの開設　
平成25年4月1日に北陸地方センターのホームページを

開設しましたところ、皆様方から多くのご利用をいただ
き、既に1万ページビューを超えています。これからも「建
設分野のICT活用に関する北陸地域のコンシェルジュ

（総合案内窓口）」として、よりわかりやすい情報をタイ
ムリーに発信して参りますので、今後ともご利用をお願
い申し上げます。

北陸地方センターHPの画面
http://jacic-hokuriku.info/

■P
フ ォ ト ジ ー ・ キ ャ ド
hotog-CAD説明会

昨年度の金沢市での開催に引き続き、6月14日に新潟
市で「平成25年度災害復旧事業技術講習会（主催：建設
コンサルタンツ協会北陸支部、全国測量設計業協会連合
会北陸地区協議会、北陸地域づくり協会等）」の中で、
Photog-CADの 運用や操作に関する説明会を実施しまし
た。この日は約200名の方に受講いただき、ご好評をい
ただきました。今後の普及拡大が期待されます。

Photog-CAD説明会の模様

■「電子入札連絡会議（北陸ブロック会議）」の開催
平成25年7月4日に金沢市で「電子入札連絡会議（北陸

ブロック会議）」を開催します。

会議には17機関（北陸地整、新潟、富山、石川の3県
と各県の市町村）の入札契約担当者からご出席いただき、
運用や普及などについて情報交換を行います。

■「RCCM資格試験受験準備講習会」の開催　
平成25年度の「RCCM資格試験受験準備講習会」を7

月24日に新潟県建設会館（新潟市中央区）で開催します。
資格取得をお考えの方は、ぜひ受講をご検討ください。
申込みの締切りは7月10日までですので、まだの方は

お急ぎください。申込みの詳細は次のURLに掲載して
います。

http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2013.html
また、来年度も新潟市で開催を計画しています。
最後に受講される皆様全員の無事合格をご祈念申し上

げます。

「昨年のRCCM資格受験準備講習会」の模様

■「けんせつフェア北陸in金沢」へ出展　
北陸地域では2年ぶりとなる「けんせつフェア北陸」が、

平成25年10月18日（金）～19日（土）に金沢市の石川県
産業展示館（3号館）で開催されます。

JACIC北陸地方センターでは、以下の内容の出展を予
定しています。多数のお立寄りをお待ちしております。

・CIMの概要紹介とプレゼンテーションの実施　
・Photog-CADの実演
・建設副産物（発生土を含む）等情報交換システム紹介

前回のけんせつフェア北陸（平成23年新潟市開催）

（北陸地方センター長　穂苅正昭）

北陸地方センター活動報告

http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2013.html
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■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
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/一般財団法人 

編集・構成　日本印刷（株）
　　 電話　03-3833-6971

ISO9001

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。

（e-BISCセンター　参事　堀喜一）

e-BISCコーナー ヘルプデスクへの質問と回答

項　目 質　　　問 回　　　答

システム
共通

電子入札システムに接続すると
「ActiveXコントロールのイン
ストールがブロックされまし
た」と表示されます。

ブラウザ（Internet Explorer 9）の「ActiveXフィルター」が機能していることが原因と考
えられます。該当機能を有効にすると電子入札システムが正しく動作しません。
Internet Explorer 9にて、メニューバーの「ツール」にある「ActiveXフィルター」の箇所
をクリックし、当該機能を解除してから再度の操作をお試しください。
また、e-BISCセンターFAQ（よくある質問と回答）に以下の関連記事を掲載していますの
であわせてご覧ください。
FAQ番号（FAQ ID）：264

「時刻表示画面で「plug-in tag object or embed not supported by browser」と表示され、時
刻が表示されません。」
なお、FAQの閲覧やシステムの操作にご不明な点がある場合にはe-BICSセンターヘルプデ
スクへお問い合せください。

国土交通省電子入札

JACIC便り

JACICセミナー福岡にて９月開催予定
JACICは、平成25年9月6日（金）福岡市の「福岡国際

会議場」にて、JACICセミナー（平成25年度第1回）を

開催します。テーマは「建設情報分野の新しい動き」と

いうことで、現在話題になっている国土交通省のCIM

（Construction Information Modeling）や社会基盤情報

標準化委員会の成果（地方自治体電子納品モデル）、

Photog-CAD（フォトジーキャド）などについての講演

が予定されています。入場無料、定員150名の事前登録

制です。

このセミナーは測量協会・土木学会・土木施工管理技

士会・CALS/EC資格等のCPD対象でもあります。自治

体の方も多く参加されることを期待しています。

　

詳細・申し込みは、以下のサイトをご覧下さい。

http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/201309.html

　　　　　　　　（広報グループ長　河内康）

会場（博多区石城町）付近のアクセス図

http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/201309.html
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