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海外支援室の発足～インフラ海外展開に向けて～ 
ニュースと解説

平成25年10月1日にJACIC海外支援室が発足しました。
海外支援室の業務内容と今後の展開を紹介します。

1.　背景と目的
政府は、昨年6月14日に閣議決定した「日本再興戦略」

で、成長が著しい世界のインフラ市場で、成果目標とし
て2020年に約30兆円（現状約10兆円）の契約獲得を掲げ
ています。また、政府の経協インフラ戦略会議が昨年5
月17日に決定した「インフラシステム輸出戦略」は、「機
器」輸出のみならず、インフラの設計、建設、運営、管
理を含む「システム」としての「事業投資」の拡大が重
要としています。

海外のインフラ分野では、今後こうした「事業投資」
型プロジェクトが一層一般化していく中で、政府目標の
インフラ海外展開を実現に向けて、海外でのインフラに
係る技術・経営情報サービスへのニーズが高まっていく
ものと考えています。

このため、海外支援室は、JACICがこれまで培った公
共工事の入札契約手続きに関連する技術やノウハウを活
かして、事業投資型プロジェクトの最も上流から最後ま
でのビジネス・サポートを提供することを目的としてい
ます。

2.　業務内容
当面は、｢事業投資｣ 型プロジェクトへの関心が本邦

企業には低いこともあり、次の2つの業務サービスを提
供します。
① 本邦企業を対象として、海外のインフラ投資事業に関

する実務的な情報提供及び講習会の開催
② 企業等からの依頼に応じて、海外におけるインフラ投

資事業の企画立案から事業主体の特別目的会社（SPC）
の設立及びその初期稼働までの顧客企業等の立場に
立ったガイダンス及び調整業務の代行並びに事業の立
ち上げから事業実施に必要な情報管理システムの構築
支援
日本には残念なことに、システムとしての投資事業に

不可欠な、財務、法律、地元交渉、用地買収、工事、運
営、メンテナンスなど全体をマネジメントできるプロ
ジェクトマネジャーが極めて少ないことから、上記②の
業務サービスで、JACICがこれまで培った公共工事の入
札契約手続きに関連する技術やノウハウに加えて、JACIC
担当者が世界銀行、国土交通省、国際建設技術協会など
で携わったインフラ投資事業や国営企業の民営化などの
経験を活かして、個別の顧客企業と一体となって投資事
業を立ち上げ、併せてノウハウを顧客企業に移転したい
と考えています。

海外インフラ投資事業

多分野の専門性 複数言語での作業 契約管理は交渉が前提

多様なステークホールダー

コンセプト、調査、設計、事業計画、投資家交渉、融資交渉、契約交渉、ＳＰＣ
設立、工事発注、業務発注、施工管理、竣工検査、供用、運営、維持保守、修
繕、緊急時対応、災害時対応、事業権終了前準備、事業権終了後処理 等

一貫した情報管理システ
ムの構築・運用が不可欠
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3.　今後の展開
政府を挙げて推進している「インフラ・システム輸出」

では事業投資を通じたインフラ事業の「事業権」の取得
が鍵と言えます。この「事業権」の取得と行使には、事
業提案、契約交渉、契約管理、技術的な施工管理などで
多岐にわたる膨大な情報を数十年に亘り管理・活用する
ことが不可欠です。こうした観点から、海外インフラ投
資事業に必要な貴重な人材が長期に亘り相当数不可欠で
あり、前述の業務内容に加えて人材に関する情報を交換・
提供するサービスも展開したいと考えています。

（審議役兼海外支援室長　藤森祥弘）
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Photog-CADによる被災地仮置き場における土砂量測定
平成25年10月16日の台風26号で大災害に見舞われ、被

災箇所の搬出土砂が仮置きされている現場にて、仮置き

されている土砂山の土量をPhotog-CAD（フォトジー

キャド）で測定しましたので報告します。

（1）Photog-CADとは
Photog-CADとは、垂直ポール・リボンロッド・必要

に応じてターゲットを設置した現場を3方向から撮影し

た写真を分析し、三次元モデル・横断図を作成、CAD

機能を用いて査定設計書等を作成するソフトウェアで

す。これまでは、被災した路肩や法面を主な対象として

利用してきました。今回のようにPhotog-CADで小高い

山全体の土量を求めるのは初めての経験です。

（2）現場（土砂仮置き場）
下の写真は、Photog-CAD用に撮影した現場写真の1枚で

す。土砂山の土量は、山①（山側のコンクリート塊）、山②、

山③、山④（手前に横たわる峰）に分割して求めました。

（3）安全性
Photog-CADでは、3枚の写真の同一点を入力する時

に目標となる地物やターゲットを使いますが、今回は、

土砂山にターゲット代わりとなる木片等の被災物が散在

しており、ターゲットを置く必要はありませんでしたの

で、土砂山に足を踏み入れることなく安全に作業をする

ことができました。

（4）効率性
Photog-CAD用の撮影は、一人で2時間ほどの作業で

した。その後は、現場写真をパソコンへ取り込み、写真

を確認するとともに、東京赤坂のJACIC本部へ送信しま

した。

宿では、Photog-CADで山①の土量を求めました。1

人で作業を行い、約30分で終えることができました。本

部では、私が移動している間に送信した写真を使い

Photog-CADで山②山③の三次元モデルを作成していた

ので、翌日午前中には土砂山の土量を報告することがで

きました。

（5）まとめ
全体作業は、山①山④を含め４日間を要しましたが、

災害復旧事業におけるPhotog-CADの新たな対応実績と

なりました。

Photog-CADに関するお問い合わせは、次にお願いし

ます。

Email:photog-cad@jacic.or.jp

（システムエンジニアリング部　参事　満田広司）

ニュースと解説
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CIMコーナー

CIMの動向（その４）～第４回CIM制度検討会 概要報告～
1.　はじめに
　国土交通省により設置されたCIM制度検討会と、
JACICをはじめとする11機関で構成されるCIM技術検討
会は、有機的に連携して両輪となってCIMを推進してい
ます。平成25年11月26日に開催された第4回CIM制度検
討会に、CIM技術検討会事務局としてオブザーバー参加
させていただいたので、その概要を紹介します。

2.　 平成24年度モデル事業（試行業務）まとめ、平成
25年度の試行事業、制度検討の方針（案）

　平成24年度に実施されたCIMモデル事業（詳細設計11
件、うち橋梁6件、土工、調整池、函渠、地盤改良、ト
ンネル各1件）について、その試行結果のとりまとめの
説明がありました。また、H25年度の試行事業の方針と
して、調査・設計業務での試行拡大、工事（モデル事業）
での試行着手、一般工事（モデル事業外）でのCIM活用
の検証（希望工事）を実施することが示されました。さ
らに、制度検討では、設計段階でのCIM構築・納品レベ
ルの検討、数量算出方法の確認と数量算出要領の改訂検
討、工事契約図書としてのCIMモデルの取扱い検討等を
実施することが示されました。

3.　新たな動向等を踏まえた制度面での課題検証
　CIM導入検討において、H24年度の試行業務の検証、
工事段階での利活用事例、CIM技術検討会「平成24年度
報告」における提案、海外の導入事例や老朽化インフラ
に関する行政機関の動向など、現段階での建設生産シス
テムを取り巻く特性を踏まえて、建設生産システムにお
ける制度面での要因と新たな検討方針を整理したものが
示されました。試行業務の検証から得られた主な課題は
以下の通りです。
①�設計業務体系（上流行程からの導入手段・設計段階の

一貫業務化への制度）
②�ソフトウェア特性に応じた柔軟な要領基準の適用（効

率化のための制度運用）
③�契約図書の取扱い（紙図面の扱い）・連携、共有にお

ける法的課題（所有権・意匠権・受渡の責任分点）
④設計業務の目的区分、用途の明確化
⑤�制度導入に見合ったスキルアップ、人材育成・教育体

系（教育研修制度の創設）
⑥�入札・契約手法の在り方（設計-施工分離の問題）、

CIMに係わる積算基準（歩掛りの制定等）
⑦�建設プロセスにおける維持管理フェーズの変遷（施工

直後の維持管理面と、老朽化段階（将来）でのデータ
モデル・属性情報の在り方）

　これらの課題に対し、図-1に示される検討要因が示さ
れました。

　また、これら検討要因を踏まえ、図-2の制度検討の見
直し方針（案）および図-3の導入計画の見直し方針（案）
が示されました。
�

（研究開発部　グループ長　笛田俊治）

優位適性
（効果の明確化）

④

CIM 導入の方向性として、優位適性のある事業（プロジェクト）
や、高度な技術を必要とする現場において導入効果がより発揮
される。（大規模事業、複雑・輻輳箇所）その実効性を利活用し
た業務マネジメントとしての導入効果も着目されており、効率
化が図れる事業への期待は高く、導入促進は必要。（ステークホ
ルダーとの協議、合意形成、リスク管理、監督・検査体制など）

醸成期間の
必要性

（開発途上）

②③⑤

一連の建設プロセス（計画 ~ 施工）の工程は、5~10 数年パター
ンが通例であるとともに、上流段階からの導入効果の検証には、
数年以上の期間を要す。
ソフト・ツールの開発・共通化及び人材育成面で、導入展開の時
間軸として大幅に異なることを認識。（普及展開までの移行期間）

契約制度の障壁

①⑥

一連の建設プロセスにおいて、設計施工分離の原則による障壁
が生じると認識。設計施工一括発注方式（DB 等）で CIM 導
入による大きな効果が期待される。

維持管理の
多面・多様性

⑦

「メンテナンス元年（高度な維持管理）」として老朽化インフラ
の維持管理に関する新たなスタンスにより、様々な施策等の動
向を注視し、同期的に対応することが不可欠。
維持管理フェーズとして、既存インフラと新たに建設するイン
フラの維持管理のための、2 つの検討軸からのフィードバック
がそれぞれ重要となる。

■CIM導入に向けた新たな課題、動向を踏まえての制度検討要因

CIM導入により効果を発揮できる事業（プロセス）から、優先的に導入促進を図る「先導的導入」

（仮称）先導的導入事業への
制度運用

■CIM導入における制度検討の目標設定

導入方針と導入ステップ

見直し計画（中期目標）の骨子

段階的な試行拡大による導入でなく、
試行の目的、成果を明確化し、優位適性を踏まえ、
CIMプロジェクトとして先行的に導入展開する

導入プロジェクトに、柔軟かつ融通性のある基準・制度として運用（拡張）していく
・ CIMモデルのデータ納品・受渡（情報サービス機関によるモデルデータ共有

システムの運用…）
・ 設計施工契約（詳細設計付工事、設計工事JV方式、PM、CM、IPD…）
・導入経費、インセンティブ（マネジメントフィー、VE、評価点…）

H24-28
中期目標
（案）

先導的導入によるCIM導入事業の促進（優位適性のある事業を選定）
（仮称）先導的導入事業の選定方針（ガイドライン）の策定と運用
制度の制定

長期目標
（イメージ）

建設生産システム全体、老朽化インフラメンテナンスへのCIM導入拡
大（技術伝承、効率化・省力化など、事業マネジメントのイノベーション）

現
行

STEP 1試行期間
（H24-H26）

STEP 2 試行拡大期間
（H25-H27）

STEP 3 導入期間
（H26-H28）

既存技術の範囲で基本的
属性情報を付与した構築
可能なCIMモデルを構築・
活用する。測量、構造計算、
積算は従来と同様。
施工では、初歩的活用を図
る。

技術開発（デジタル地形情
報、3次元設計・計算、属
性情報、数量算出）により
CIMの内容・範囲の拡大を
図る。
施工ではCIMの多様な活用
を図る。

デジタル地形情報、3次元
設計・計算、自動積算の一
般化及び属性情報の高度
化を図る。
施工ではCIMのより高度な
活用を図り、維持管理への
活用を図る。

見
直
し

基礎的試行 利活用試行 適用試行導入
・�各フェーズ毎に、現状の

水準でCIMの特性を踏ま
えての効果を検証し、利
活用範囲を絞り込む段階

・�自発的な試行、開発によ
り利活用の適用課題を
抽出する段階

・�各フェーズ相互で連携・
共有できるモデルを利活
用し効果特性を絞り込
む、また高度な維持管理
フェーズへの導入効果を
目的としたプロジェクト
を選定し試行導入を図る。

・�各フェーズで連携・共有
できるモデルを利活用
し、一連の建設プロセス
の効率化を図る先導的
プロジェクトを選定し
導入を図る。

H24 H25 H26 H27 H28 H29

各フェーズ毎の利活用・効果検証

先導的導入事業
ガイドライン策定

(試行モデル工事・予備設計モデル業務)(詳細設計試行業務)

各フェーズの適用性検討・優位適正の検証の適用性検討・優位適正の検証

相互フェーズ導入の優位適正の検証

制度検討の具体化イメージは、P9参照

一連建設プロセスでの導入適用範囲の検討

高度な維持管理フェーズ導入検討

先導的導入事業の促進のためには、

先導的導入事業（仮称）の運用

図-1　新たな課題、動向を踏まえた制度検討要因

図-2　制度検討の見直し方針（案）

図-3　導入計画の見直し方針（案）
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JACIC便り

平成25年度CALS/EC資格制度　登録更新の状況
平成13年度にスタートしたCALS/EC資格試験は、平

成24年度を最後に終了し、今後は登録のみ継続すること

となりました。この登録に関する事務については、平成

25年4月1日付で（一社）建設コンサルタンツ協会から

JACICに移管され、事務取扱・問い合わせ対応を行って

います。

登録の有効期間は2年間で、2年ごとに更新を行います。

この2年間のうちに所定の継続教育（CPD）ポイントを

取得して登録更新をすることになります。

今年度、更新時期を迎えた1,488名の資格者のうち、

平成25年12月末現在で約870名の方が更新を終えていま

す。登録更新申請は随時受け付けていますので、いまだ

更新をされていない方は、ぜひ申請をしていただくよう

お願いします。

また、今回の登録更新状況の概要は次の通りです。

1.　申請システム
今回から、登録更新申請は、従来からの書面によるも

のに加え、新たにウェブ上に立ち上げた「CALS/EC資

格申請システム」によっても受け付けました。このたび

の申請者のうち74%の方がこのシステムを利用して登録

更新申請を行いました。また、本システムは登録更新申

請だけでなく、再交付申請や登録事項変更届出なども受

け付けています。

CALS/EC資格申請システム

2.　継続教育（CPD）ポイントの取得
過去2年間におけるCPDポイントが所定の点数に達し

ない申請者は、これまで「更新講習会」を受講していた

だきましたが、この講習会も平成24年度を最後に終了し

ました。これに代わり、JACICがホームページ上にアッ

プしている指定の動画を閲覧することにより、一定のポ

イントを取得できるよう制度が改正されています。これ

らの動画は、JACICセミナー・研究発表会等JACICが

主催したイベントにおいて撮影・記録したもので、

CALS/ECに関係する新たな知識が習得出来るものです。

このたびの登録更新では、ほとんどすべての申請者が、

動画を閲覧することによりCPDポイントを取得されて

います。

3.　携帯用登録証カード
これまでの登録手数料は、紙の「登録証」とプラスチッ

クカードの「携帯用登録証カード」がセットで10,000円

と設定されていました。多くの方からの「紙の登録証だ

けで十分」というご意見を受け、今回は、8,000円で登

録証のみ発行という新しい手数料を設定しました。

このたびの登録更新では、58%の方が登録証のみ発行

（携帯用登録証カード不要）を選択されています。

平成24年以前の試験に合格したが、まだ登録していな

かったという方の「新規登録」や、以前登録はしたが2

年以上が経過してしまった方の「復活登録」も、随時受

け付けています。ご希望の方は以下までご連絡ください。

・事務局メールアドレス：calsecshikaku@jacic.or.jp

・事務局問合せ電話：03-3505-8872

その他、CALS/EC資格の登録更新については、以下

をご参照ください。

・CALS/EC更新登録サイト：

http://www.jacic.or.jp/qualification/index.html

 

CALS/EC資格制度　登録更新のページ

（経営企画部　参事　米田晴彦）

http://www.jacic.or.jp/qualification/index.html
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1.　RCCMとは

RCCMとは、公共機関から発注される業務（調査・計

画・設計等）の管理技術者・照査技術者になるための

資格で、Registered Civil Engineering Construction 

Managerの略です。

平成3年に創設されて、計22部門で既に合計26,000人

が資格登録されておりコンサルタント業界他で日々活躍

をしておられます。受験資格は大学卒業の場合は実務経

験10年（平成23年度改訂）となっております。

「技術士」という資格が、建設分野だけでなく、機械・

電気・科学などの分野でも存在する国家資格であるのに

対して、RCCMは建設やインフラ部門に焦点を当てた民

間の技術資格となっています。

　

2.　JACICの講習会

RCCM資格の試験を実施しているのは、一般社団法人

建設コンサルタンツ協会ですが、受験のための準備講習

会をJACICが行って来ました。

平成3年当初から毎年全国10地域で1日だけの講習を開

催していますが、RCCM資格試験の受験者全体が6,000

人程度に対して、この講習の受講者は2,000～2,500人と

いう人気がある講習会となっています。

3.　使用テキストの高品質

その人気を支えてい

るのが、講習会で使用

されている「テキスト」

です。これは専門家10

名で構成されている「業

務管理技術研究会」で

毎年内容を検討し、改

訂しているものです。

RCCM資格制度に関す

るものから建設コンサ

ルタント技術者が知っておくべき最新の情報（第1分冊）

や試験に備えた想定問題（第2分冊）など満載で、目次

内容は以下のとおりです。

公共発注に関する基礎知識や最新の動向を纏めてお

り、RCCM受験者以外の方にも役にたつ参考書となって

おります。JACICでは講習会を受講できなかった方など

のために、7,000円で有償配布しています。ご希望の方

は下記URLをご参照ください。

http:www.jacic.or.jp/topics/2013080601/rccmhanbai.html

4.　平成26年度の日程等

例年、資格試験は11月頃に行われることになっており、

その準備講習会は7月末～8月初旬にかけて開催いたしま

すので、受付開始は6月初めになる予定です。26年度の

受験を予定しておられる方は是非準備講習会の受講をご

検討ください。

　　　　　　　　　（経営企画部次長　河内康）

JACIC便り

RCCM（シビルコンサルティングマネージャ）講習会とテキスト

第 1 分冊　テキスト
第Ⅰ編　建設コンサルタント
　第1章　建設コンサルタント業務とその管理
　第2章　建設コンサルタントの課題
　　第1節　�建設生産システムの変化と建設コンサル

タントの役割
　　第2節　品質の確保
　　第3節　社会資本整備の方向性
　　第4節　建設コンサルタントが対応すべき課題
　　第5節　�参考:建設コンサルタントに係る動向の

経緯

第Ⅱ編　RCCM
　第1章　RCCM資格制度
　第2章　RCCM資格試験

第Ⅲ編　関係資料
　1.　推薦図書
　2.　参考資料
　3.　付録[RCCM規定

第 2 分冊　想定問題・解答

http:www.jacic.or.jp/topics/2013080601/rccmhanbai.html
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JACIC研究助成事業成果から（１）
3次元CADデータを用いたTS出来形管理の高度化に関
する研究

阪南大学経営情報学部　教授　北川悦司

1.　研究の概要
国土交通省は、情報化施工の本格普及に向けた取り組

みとして、平成22年8月に「情報化施工技術の一般化・
実用化の推進について」を公開した。この補足資料の中
では、施工管理において活用する技術の中でもTS出来
形管理を優先的に普及することを述べており、平成25年
を普及の目途としている。しかし、現行のTS出来形管
理技術は、2次元CADデータに基づく出来形管理であり、
今後、3次元CADデータが普及した折には、3次元CAD
データの特性を活かした手法が必要である。また、現行
のTS出来形管理技術は作業コストが増大で、また、任
意断面の管理ができないといった課題がある。そのため、
本研究では、現行のTS出来形管理の業務知識を活かし
つつ、3次元CADデータの特性を考慮したTS出来形管
理の高度化を図る手法を提案する。なお、本提案手法は、
平成20-22年度近畿地方整備局新技術開発研究会「河川
事業のデータ流通環境構築に関する研究」において提案
した仕様に基づき、3次元CADデータを用いた出来形管
理を自動化するものである。

2.　従来手法について
従来のTS出来形管理フローでは、施工図面からツー

ル等を用いて、手作業でTS入力データを作成する。そ
の入力データを利用して施工現場の出来形を計測し、計
測結果を出来形帳票に出力する。しかし、こうした従来
の出来形管理フローでは、次に示す3つの課題点がある。
①TS入力データの作成に手間がかかる、②任意指定の
断面を対象とした出来形管理が困難、③3次元CADデー
タを中心とした施工が一般化した際に掛かるコストの二
重化。

3.　提案手法について
本提案手法では、3次元CAD設計データからTS入力

データ生成プログラムを用いてTS入力データを作成す
る。TS入力データ生成プログラムでは、3次元CAD設
計データとTS入力データとのデータ構造の整合性をも
とに、TS入力データを生成する。次に、従来と同様に

出来形を計測し、出来形計測データから3次元CAD出来
形データを作成する。これらの3次元CADの重ね合わせ
を用いて出来形の把握を容易にして、従来の出来形管理
では対象外となる断面を任意に指定して管理する。出来
形計測データから3次元CAD出来形データの作成を自動
化することより、TS入力データの作成から3次元CAD
データの重ね合わせや帳票の作成など、途中で人手によ
る作業を必要とせずに3次元CADデータを用いたTS出
来形管理のフローが可能となる。

4.　実証実験
本研究の実証実験として、既存工事の電子成果品と本

提案システムで生成された3次元CADデータを用いて、
以下の3つの実証実験を行った。①3次元CAD設計デー
タから生成したTS入力データの精度検証、②本システ
ムで生成した管理断面の出来形帳票の精度検証、③本シ
ステムで生成した任意断面の出来形帳票の精度検証。そ
して、実証実験の結果、すべての実験において、3次元
CADデータが、既存工事の電子成果品と同様の値を示
していることが分かり、本提案システムは3次元CAD
データを用いた出来形管理の自動化に寄与できることが
証明された。このことから、本提案手法が有用であるこ
とが証明された。

5.　おわりに
本研究では、3次元CADデータを用いたTS出来形管理

の高度化のために、3次元CAD設計データと出来形計測
データとを自動的に関連付ける手法を提案した。実証実
験の結果から、本提案システムは3次元CADデータを用
いた出来形管理の自動化に寄与できることが証明された。

JACICでは、平成10年度から財団の設立目的に適合す
る研究企画に研究助成を実施しています。平成25年度に
は8件の研究報告があり平成25年11月に「第11回研究助
成事業成果報告会」を開催しました。2月号から順次研
究助成成果概要を掲載しています。

なお、報告書は、以下のURLに掲載しています。
http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html

（経営企画部　上席参事　落合清二）
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北陸地方センター活動報告
寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は、平成25年度後半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。

■「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、金沢市で「電子入札連絡会議（北陸

ブロック会議）」を開催しました。
会議には18機関（新潟、富山、石川の3県と各県内の

市町村）の入札契約担当者にご参加いただき、各機関の
運用状況などについて情報交換を行いました。

「電子入札連絡会議（北陸ブロック会議）」の模様

■「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）で開催しました。
当日は北陸地域の建設コンサルタント等から、関係者

73名の方に受講していただきました。
受講された皆様全員の無事合格をご祈念申し上げま

す。また、来年度も新潟市で開催を計画しております。

「RCCM資格受験準備講習会」の模様

■Photog-CADの普及活動
平成24年10月に国土交通省より「災害査定において

Photog-CADを用いて差し支えない」旨の事務連絡が発
出されました。

これを受けてJACIC北陸地方センターにおいても、発
注機関（国、自治体）や受注者（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
等）を対象とした講習会等を実施してきております。

特に今年度からは、Photog-CAD写真撮影技術講習会

を、実際の被災現場で開催し好評をいただいております。
ご要望がございましたらJACIC北陸センターまでお問い
合わせ下さい。

Photog-CAD写真撮影技術講習会の模様

■「けんせつフェア北陸in金沢」へ出展　
北陸管内では2年ぶりとなる「けんせつフェア北陸in

金沢」が、平成25年10月18日（金）～19（土）に金沢市
内の石川県産業展示館（3号館）で開催されました。

JACIC北陸地方センターでは、「CIMのプレゼンテー
ション」や「Photog-CADの実演」等を出展し、学生や
業界関係者等380人の方々に訪問いただきました。

「けんせつフェア北陸in金沢」JACICブースの模様

■「施工パッケージ型積算方式」の説明会　
各自治体では、直轄に続いて「施工パッケージ型積算

方式」の導入検討が始まってきております。
それを受けて北陸地方センターでは、各自治体からの

ご要望に応じて個別の説明会を実施しております。
ご要望がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。
hokuriku@jacic.or.jp

■北陸地方センターHPが1.5万アクセス到達　
平成25年4月にリニューアルした、北陸地方センター

のホームページ（URL�http://jacic-hokuriku.info/）へ
のアクセス数が、12月末で1万5千件を超えました。

今後とも“地域に密着した建設ICT情報”をお届けして
まいりますので、よろしくお願い申し上げます。

（北陸地方センター長　穂苅正昭）

http://jacic-hokuriku.info/
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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
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編集・構成　日本印刷（株）
　　 電話　03-3833-6971

対象範囲：本社

ISO9001

JACICでは、ホームページとは別に、JACICNETと
いう有料サイトのサービスを提供しています。
http://www.jacicnet.jacic.or.jp/jacic-net/　

コンテンツの内容には、以下のような項目が含まれて
います。

1.　今日のニュース（新聞ヘッドライン等）
2.　発注業務・発注工事（自治体・事業団等）
3.　人事情報（国土交通省職員案内等）
4.　コリンズ・テクリス一般検索
5.　指名停止情報

1）各コンテンツの説明
「今日のニュース」では、日経・朝日・毎日・読売・

産経・東京の一般6紙の記事から毎朝JACIC職員が建設
に関連した見出しを選んで一覧表を作成しています。ま
た国土交通省・事業団等の報道発表をリンク記事にして
います。
「発注業務・発注工事」は、統合PPI（入札情報サー

ビスのサイト）を補完するものとして、統合PPIに含ま
れていない発注機関の発注情報を、都道府県や独立行政
法人・事業団等の情報提供によって、公告記事を載せて
いるものです。

図1　国土交通省職員案内の例

「人事情報」は、国土交通省はじめ各機関が公表した
一覧表を載せると同時に、国土交通省職員に関しては、
退職者も含めて、これまでの経歴が一覧表になって表示
されます。（図1参照）これは公表された人事情報を
JACICが過去15年以上にわたりストックして名寄せして
作成したオリジナルデータです。新任の方の経歴がご本
人に聞かなくても、これを見れば概略把握できるという

ものです。
「コリンズ一般検索」は、コリンズシステムに登録さ

れたデータを一部閲覧することが出来るサービスです。
公表されたデータを丹念に集めることにより、検索に
よって他社の受注した工事案件名・発注機関名・工期・
金額などを知ることが出来ます。（図2参照）テクリス一
般検索も同時に利用出来ますが、データ数は少なくなっ
ています。

図2　コリンズ一般検索の表示例

2）JACICNET利用会員・件数の状況
JACICNETはH25.12末現在で1163団体の会員を集め

ています。またその利用アクセス数は全コンテンツ合計
で月15万～20万件と非常に多いものになっています。コ
ンテンツ別のアクセス数を調べてみると、以下のように
なっています。（H25年12月の場合）

　1.　今日のニュース� 10,821件
　2.　発注業務・工事等� 8,073件
　3.　人事情報� 38,582件
　4.　コリンズ一般検索� 126,148件
　5.　その他� 5,047件

3）JACICNET利用料金
このJACICNETの利用料金は、通常年間契約で1ID　

63,000円です。月払いも可能になっています。また無料
3日間試用というサービスもあります。入会案内は以下
のサイトをご参照ください。
http://www.jacicnet.jacic.or.jp/jacic-net/?q=admission　

またお問い合わせの電話は（03-3584-2405）まで、お
願いします。

　　　　　　　　（広報グループ長　河内康）

JACIC　NET 会員募集中です。

http://www.jacicnet.jacic.or.jp/jacic-net/
http://www.jacicnet.jacic.or.jp/jacic-net/?q=admission
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