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平成26年11月18日（火）に平成26年度全国自治体版標
準土木積算システム等担当者会議（以下「積算担当者会
議」という）が徳島県庁において開催されましたので報
告します。
1．はじめに

積算担当者会議は、Web版土木積算システムを導入
している地方自治体が効率的にシステムを維持・運用す
るために必要な情報の収集・交換等を行うため、平成5
年度より、毎年度1回 開催されています。

本年度は、県・政令市・県建設技術センター等、11団
体が参加し、JACICも交えて、活発な意見交換が行われ
ました。

2．JACIC担当者会議の内容
①要望事項に対する回答

事前に提出して頂いた各団体からの要望事項に対して
JACICから回答を行いました。

要望事項の内容としては、大きく以下の2点に分けら
れます。

・積算ミス防止のための機能
・積算システムを使いやすくするための機能
それぞれについて、どのような要望があったか、要点

を説明します。
積算ミス防止のための機能としては、画面表示項目の

拡張や帳票出力項目の追加等がありました。
積算システムを使いやすくするための機能としては、通

信状況の画面表示や動作速度の高速化に関するもの、設
計書検索・読込み機能の強化に関するものがありました。

全35項目の要望と当日追加になった要望2項目につい
てJACICで検討した結果を回答し、意見交換を行いました。

今後、要望の中で、全てのユーザーの機能向上に資す
るものについては、標準機能として改良を行っていく予
定です。
②JACICからの情報提供

JACICから、以下の2題について情報提供を行いました。
1）災害査定総合単価について

今年度より大きく変わった災害査定総合単価の考え方

について、説明を行いました。
災害査定総合単価については、実際に多くの業務で使

用されているため、関心も高かったように感じました。

2）国交省における不調・不落対策について
関東地方整備局が行っている不調・不落対策について、

見積活用方式や施工箇所点在等を事例に説明を行い、ま
た、三者会議やワンデーレスポンス等、施工効率の向上
に資する対策についてもあわせて説明を行いました。

現在、積算業務において、課題となっている事項につ
いて、有意義な情報提供をすることができたのではない
かと思います。

3．おわりに
積算担当者会議を終えて、やはり、積算ミス防止や積

算業務の効率化について、高い関心があることがわかり
ました。

このような貴重な意見を取り入れつつ、積算システム
をミスのない、使いやすいシステムにしていく必要があ
ると感じています。

今後も、積算システムの品質向上のため、全ユーザー
が集まる積算担当者会議を貴重な意見交換の場にできれ
ばと思います。

（積算システムセンター　研究員　中村拓也）

平成26年度全国自治体版標準土木積算システム等
担当者会議開催報告

ニュースと解説
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はじめに
海外民間企業におけるCIM導入事例の調査等のため、

米国ラスベガスで開催された「オートデスク・ユニバー
シティ 2014」に参加しました。その後、フーバーダム
の見学、カリフォルニア州交通局訪問を行いました。

1．オートデスク・ユニバーシティ 2014
平成26年12月1日から4日にかけて、米ラスベガス市マ

ンダレイベイホテルで開催された「オートデスク・ユニ
バーシティ 2014」に
参加しました。この
イベントは、CADベ
ンダーオートデスク
社が、ユーザーを対
象に新製品や新しい
取り組みを紹介する
イベントであり、報
道等によると、参加
者約一万人、793セッ
ション、発表者数821名とのことでした（発表者になる
ための倍率は約3倍。発表すると転職に有利とのこと）。
建築分野では、商談の場となっていたようです。日本か
らの参加者は約40人であり、主な目的は情報収集とのこ
とでした。

建築分野においては、プロジェクト全体にBIMを導入
した米国内外の事例が発表されました。日本の企業から
は、BIMとファシリティー・マネジメントの連携及び設
計・施工でのBIM採用、さらにライフサイクルコストの
削減まで達成したプロジェクトの紹介がありました。

土木分野においては、CIMを活用したクラウドサービ
スが北米市場に投入されたとことや、道路や橋梁、配管
といったインフラの位置や改修履歴などを関係者間で効
率的に管理・共有できる機能についての紹介がありまし
た。また、地図から選択した都市の3Dモデルを数分で
作成する機能についても紹介がありました。

橋梁設計のセッションでは、設計にあたりさまざまな
アイデアをビジュアルに確認しながら構想を練る目的で
3DCADを利用し
て い る こ と、3D 
CADは構想段階で
コンクリートや鋼
材のボリュームが
簡単に把握できる
ことが作業効率化
に有効であること

の説明がありました。排水路設計のセッションでは、集
水域の分析から排水路の設計まで幅広く支援する機能に
ついての紹介がありました。また、ハンズオンラボに参
加し、実際に3DCADを操作し、設計プロセスの簡略化
の体験も行いました。　

2．フーバーダム見学
12月4日午後、ラスベガスから車で南東へ約50キロ移

動し、ネバダ州とアリゾナ州の州境コロラド川ブラック
峡谷にあるフーバーダムを見学しました。1936年に竣工
した重力アーチ式の多目的ダムであり、貯水量において
は、日本の全てダムの
貯水量の合計をはるか
に上回るとのことで
す。日本の佐久間ダム
と比較すると、貯水量
においては、100倍以
上ですが、一方、発電
能力においては、約5.9
倍のようです。

3．カリフォルニア州交通局訪問
12月5日、カリフォルニア州サクラメント市に移動し、

カリフォルニア州交通局を訪問しました。カリフォルニ
ア州交通局は、カリフォルニア州を12の地区に分割し全
長40万マイルのうち5万マイル以上を管理し、道路イン
フラを戦略的経済的かつサステイナブルに敷設修理する
ために、新たな取り組みとして大々的に道路設計ソフト
ウェアの導入に取り組
んでいるとのことでし
た。設計部門にはオー
トデスク製品を使用
し、測量等他部門はベ
ントレー社製品を利用
しているとのことで
す。教育訓練には力を
入れており、設計条件
等のテンプレートである初期設定ファイルは基本的に職
員で作成更新を行っており、将来的には、数量算出や数
量計算に取り組む計画があるとのことです。

おわりに
今回の調査にあたり、ご協力頂きました関係各位に対

して心からの感謝の意を表します。
（システムエンジニアリング部　参事　石渡啓晋）

ニュースと解説

米国民間CAD調査　他　出張報告
─オートデスク・ユニバーシティ、フーバーダム、カリフォルニア州交通局─
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1．はじめに
世界銀行の年次総会に合わせて、PPPをインフラ分野

で推進するためにグローバル・インフラストラクチャー・
ファシリティ（GIF）が銀行の中に10月9日設立されま
した。

ここでは、GIFの概要について紹介したいと思います。
2． グローバル・インフラストラクチャー・ファシリティ

（GIF）設立の背景
GIFが設立された背景には、次の２つがあります。
①　 発展途上国政府にとってインフラ投資のための長

期的な資金確保が焦眉の急であること、及び
②　 民間投資家と銀行にとっては、予測可能なキャッ

シュフローを伴った長期的な投資先が極めて少な
いこと。

 　設立発起人会はワシントンで開催され、日本からも、
政府と日本国際協力銀行（JBIC）の代表が参加しま
した。日本国際協力機構（JICA）も参加する意向の
ようです。
　投資規模は、10兆円超を目指しているようです。

3．GIFの組織
GIFは、「パートナー」と呼ばれる参加機関から構成

されます。
パートナーは、①資金パートナー、②技術パートナー

及び③諮問パートナーの3つに区分され、資金パートナー
は参加国政府でGIFへ出資をします。技術パートナーは、
世界銀行、国際金融公社、アジア開発銀行、欧州開発銀
行などの国際金融機関で、PPPプロジェクト組成につい
ての技術的な支援や投資、融資などを行います。諮問パー
トナーは、民間金融機関や機関投資家で、投資や融資を
行います。

資金パートナーと技術パートナーから構成される統制
理事会（Governance Council）が意思決定機関で、GIF
事務局がサポートします。諮問パートナーは、統制理事
会メンバーと一緒に、諮問委員会（Advisory Council）
を構成し、PPPプロジェクトへの投資・融資パッケージ
の組成を支援します。

事務局の本部はワシントンDCに置かれ、アジア太平
洋地域を主たるターゲットと想定して、業務拠点はシン
ガポールに設けられます。シンガポール政府は、この業
務拠点に大きな期待を寄せているようです。

設立発起人会に参加した機関をパートナー区分別に示
すと以下のようになります。
（資金パートナー）

オーストラリア政府　カナダ政府　日本国政府　シン
ガポール政府

（技術パートナー）
 世界銀行グループ　アジア開発銀行（ADB）　欧州投
資銀行（EIB）　欧州復興開発銀行（EBRD）イスラ
ム開発銀行（ISDB）

（諮問パートナー）
世界年金会議（WPC）、国際協力銀行（JBIC）、マッコー

リーグループ、スタンダード銀行、HSBC銀行など17機関
GIFの組織を概念的に表わすと図1のようになります。
2国間援助機関とも強調して活動をする方針のようで

すが、具体的な方法については今後検討するようです。

図1　GIFの組織 
4．当面の活動スケジュール

GIF事務局では、当初の基本財産を8千万米ドルから1
億米ドルを目標にして、資金パートナーとの協定締結準
備を行っています。並行して、技術パートナー及び諮問
パートナーとの協定も準備しています。業務開始を2015
年3月に想定し、全てのパートナーとの協定をそれまで
に締結したい意向です。

現在、事務局では、業務開始後3年間をパイロット・
フェーズとして、10数個のプロジェクトをパイロット・
プロジェクトとして想定して業務を行い、その活動成果
のレヴューを行うこととしています。

5．おわりに
ジム・ヨン・キム世界銀行グループ総裁は、GIF設立

発起人会の席上、「真の課題は資金ではなく、融資可能
なプロジェクトの不足、すなわち採算に合う持続可能な
インフラ投資が十分に供給されていないことです。」と
述べました。

将に、投資対象となるプロジェクトをどのように組み
立てるのかが世界的な課題になっており、我が国企業も
PPPプロジェクトをグローバル・スタンダードに沿って
これからどのように競争的なビジネス環境で組み立てて
行くのかが問われていると言えるのではないでしょうか。

（海外支援室長　審議役　藤森祥弘）

国際的なPPP推進機関の設立
初心者コーナー



- 4 -

2015.2月号

JACIC便り

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、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
トを取得して登録を更新することになります。

本年度は、平成26年9月30日に有効期限を迎える約
1,300名の資格者が更新登録の対象でした。これらの方々
のうち、55％にあたる約700名の方が現時点までに更新
を終えられています。これにより、資格者の合計は約
1,600名となりました。

1. 申請システム
更新登録の申請は、従来からの書面によるものに加え、

平成25年度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2年度で
すべての資格登録者にログインID／パスワードの通知
を終え、申請者の約7割の方がこのシステムを利用して
更新登録申請を行いました。また、本システムは更新登
録申請だけでなく、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視聴することにより、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。

昨年度／本年度の更新登録では、約96％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
従来の登録手数料は、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、昨年度から8,000円（消
費税改正後は8,229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。

昨年度／本年度の更新登録では、ほぼ半数の方々が登
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資格の更新登録については、以下を
ご参照ください。
・CALS/EC登録更新サイト：
http://www.jacic.or.jp/qualification/index.html

CALS/EC資格制度　登録更新のページ

（前経営企画部　参事　米田晴彦
　現積算システムセンター主任研究員）

平成26年度CALS/EC資格制度　更新登録状況について

http://www.jacic.or.jp/qualification/index.html
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改ざん検知システムの開発
株式会社扶桑プレシジョン　代表取締役　竹田直人

1．現在、デジタルデータは、様々な分野において重要
な記録資料として取り扱われている。しかしながら、パ
ソコンを使用すれば誰でも容易に編集ができるため、
データが改ざんされていないかどうか確認を必要とする
場面が数多く見られる。

建設業界もまた、現場の状況や工事の進み具合を撮影
した写真で納品したりクライアントの報告に使用したり
とデジタルデータの取扱いが多く、工事業者、受け取る
クライアント（行政）の双方で、膨大なデジタルデータ
の編集有無の確認に多大な時間が費やされている。

そこで、当社技術「デジタルデータ改ざん検知システ
ム」を用いて、大量デジタルデータの改ざん有無を瞬時
に判定するシステムの研究開発を行うことにした。

2．研究内容
デジタルカメラで撮影された画像データ（JPEG形式）

は、必ず規則性のあるA/D（アナログ/デジタル）変換
機固有のノイズが付加されている。パソコンを使用して
画像に編集を加えた場合、ノイズが消去される、あるい
は別の異なるノイズが存在する等、この規則性が乱れる。
この規則性の乱れに着目して改ざんの有無を検知する。

改ざんの検証手順は、「Exif解析」、「JPEG解析」、「ノイ
ズ解析」、「パターンマッチング」の4段階で行い、既存工事
写真20,544点を元に、Adobe Photoshopなどのソフト

ウェアで作成した改ざんデータを用いて、検証を実施した。

3．研究成果
検証の結果、JPEG解析では輝度成分の（0,0）に対して

解析をおこなうことでより精度が高まることが判明した。
ノイズ解析、パターンマッチングについては、しきい

値をより効果的なものに設定し精度アップを図った。こ
れら対策に加え、JPEG解析で検出できなかったデータ
に対してノイズ解析を行い、JPEG解析、ノイズ解析で
検出できなかったデータに対してパターンマッチングを
行うといった複合検査を行うことで、改ざん検出率約
99.4％（理論値）まで検出精度を高めることができた。

4．新規性と今後の活用
大量デジタルデータを検証し改ざんを検知するシステ

ムはこれまで例のない新しい研究開発である。さらに、
当社の改ざん検知技術は、JPEG画像そのものを解析し
て改ざん箇所を抽出するため、デジカメで撮影保存され
たデータは勿論、メール添付で送信されたデータや、パ
ソコンに保存した後CDに書き込みされたデータ等も、
編集有無の判定を行うことができる。そのため、様々な
分野に広く活用されることが期待できるとともに、本技
術の広がりが、デジタルデータの信頼性向上につながる
ことを確信する。

今後は事業化に向け、ソフトウェアの操作性や専用端
末として販売するための検討を行う。

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26年度に
は6件の研究報告があり平成26年11月に「第12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）

図： 改ざん検知システム検査手順

研究助成成果概要（H26年度報告分　その1）

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html
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特許法は、自然法則を利用した技術的思想の創作であ

る発明について、特許権という独占排他的な権利を付与

することにより保護し、かつその利用を図ることにより、

発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする

法律です（特許法1条、2条１項）。

特許法において、その保護対象となる「発明」を「自

然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを

いう」と定義しています。

JACICにおいては、「（一財）日本建設情報総合セン

ター職員の職務発明に関する規則」を定め特許の取得を

奨励していますが、現在、以下のシステムの特許権を取

得しています。

1．工事・業務実績検索システム

本発明は、工事発注先の企業を選定するため、ユーザ

端末から入力される企業情報、実績情報又は技術者情報

のうち少なくとも何れか一つからなる検索条件を基礎と

して、より利便性の高い検索を行うことが可能なシステ

ムです。

発明の名称や特許権の登録に関する情報は以下のとお

りです。

発明の名称：工事・業務実績検索システム

特 許 権 者：（一財）日本建設情報総合センター

登 録 番 号：特許第5490509号

出 願 日：平成21年12月14日

登 録 日：平成26年3月7日

2．地図表示システム、地図表示方法

本発明は、それぞれ独立して運営されているGISから

必要な地図画像を生成させ、画像情報をラスタ画像で必

要な部分だけ切り取り、地図表示システムの地図表示

サーバに送信し、縮尺補正、色補正、座標変換、表示に

必要な大きさに拡大・縮小を行った上で、ラスタレイヤ

として基盤地図にそのまま貼り付けます。これにより、

リアルタイムに基盤地図上に対しての表示を可能にでき

るシステムです。

発明の名称や特許権の登録に関する情報は以下のとお

りです。

発明の名称：地図表示システム、地図表示方法

特 許 権 者：（一財）日本建設情報総合センター

登 録 番 号：特許第3963865号

出 願 日：平成15年6月3日

登 録 日：平成19年6月1日

JACICが保有する特許権
JACIC便り

（経営企画部　参事　福島　康博）
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中国地方センターの平成26年度の主な活動状況につい
てご紹介します。

■中国ブロックコアユーザー会議の開催　
平成26年7月3日（木）に、広島市内の「広島YMCA」

において、電子入札コアシステムをご利用いただいてい
る自治体（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
広島市）の皆様と現状報告や課題・改善要望など、活発
な意見交換を行いました。

■RCCM資格試験受験準備講習会の開催
平成26年7月29日（火）に広島市内の「メルパルク広島」

で平成26年度の「RCCM資格試験受験準備講習会」を開
催しました。この講習会はRCCM（シビルコンサルティ
ングマネージャー）試験に先立ち毎年、開催しているも
ので、今年度は108名の方が受講されました。

平成26年度RCCM資格試験受験準備講習会

■JACICセミナー広島の開催
平成26年度第1回JACICセミナーが本部主催により平

成26年9月4日（木）に広島市内の「KKR広島」で開催
されました。中国地域の地方公共団体や、測量会社・コ
ンサルタント・建設会社等から125名の方に、ご参加い
ただきました。

■Photog-CAD説明会in広島の開催
平成26年8月20日の豪雨により広島市において大規模

土砂災害が発生しました。JACICとしても少しでも災害
支援に寄与するため、発災直後の平成26年9月4日に開催
された「JACICセミナー広島」の終了後に、同会場にお
いて本部システムエンジニアリング部の満田参事が講師
となりPhotog-CAD説明会を開催しました。

災害査定申請支援ツールPhotog-CADの具体的な操作
方法（対応点の入力、3次元モデルの作成、横断図の作成、
CAD機能）の説明を行いました。

■建設リサイクル技術展示会への出展
平成26年11月21日（金）、22日（土）の2日間、広島市

内の県立広島産業会館で開催された「建設リサイクル技
術展示会」に出展しました。

会場では、「建設技術フォーラム2014in広島」「エコ・
イノベーションメッセ2014in広島」が同時開催され企業、
団体、大学の併せて140団体が出展し、オープニングセ
レモニーでは広島県知事、中国地方整備局長の挨拶と関
係者のテープカットが行われました。2日間で約7,000人
を超える方にご来場いただきました。

JACICは、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、CIM、積算システムについてのパネ
ル展示や、パンフレットの配布、PCによる建設副産物
情報交換システムの説明やCIMのデモを行いました。

JACICのブースへのご来訪者は2日間で約230人を超
え、熱心に説明を聴いていただきました。

建設リサイクル技術展示会

（中国地方センター　センター長　安達久仁彦）

地方便り

中国地方センター活動報告

平成26年度第1回JACICセミナー広島
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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

対象範囲：本社

ISO9001

　　　（広報グループ長　河内康）

JACIC便り
国際会議ICCBEI2015の中で

「JACICセッション」開催予定（参加費無料）

JACIC情報111号　発刊のご案内

土木学会土木情報学委員会とAGCEI（アジア土木情
報学グループ）が主催する第2回ICCBEI国際会議は、東
京コンベンションセンター（東京スクウェアガーデン
5F）にて4月23日・24日で開催されます。開会式・基調
講演に続き、JACICでは「JACICセッション」を開催し
ます。

日本およびアジア各国のBIM/CIMの進展を確認する
と同時に、その将来方向を考えることを目的として、パ
ネル・ディスカッションを実施する予定です。

JACICセッションは、基調講演とともに、学会参加者
だけでなく、一般の聴講（無料）もできることになって
おります。

会議は英語が基本ですが、基調講演とJACICセッショ
ンには同時通訳がはいります。また土木学会CPD対象
になります。

詳細・申込は以下のサイトでご確認下さい。3月1日か
ら募集開始します。

http://www.jacic.or.jp/jseminar/201504.html

日時：4月23日（木）9：30～12：30
場所：東京スクウェアガーデン（京橋）5F
　　　東京コンベンションホール
　 1 ．開会セレモニー
　 2 ．基調講演　未定（外国人）　
　 3 ．JACICセッション（パネルディｽｶｯｼｮﾝ）
　テーマ「 日本とアジア各国のBIM/CIMの進展と

将来方向」
　座長：蒔苗耕司　宮城大学教授
　パネﾘｽﾄ　高村裕平　 国土交通省技術調査課建設シ

ステム管理企画室長
　　　　　古屋　弘　㈱大林組　技術研究所　
　　　　　濱田文子　㈱ニコントリンブル　
　　　　　李サンホ　韓国延世大学教授
　　　　　謝尚賢　　国立台湾大学　教授

※ICCBEI参照サイト　http://www.iccbei.com/

JACICの機関誌「JACIC情報」111号が発刊しました。
特集テーマは「建設現場におけるモバイル機器の活用」
です。

モバイルを活用した多様な取り組みについて、また最
新の技術について特集をしています。

JACIC情報は、定期購読も受け付けています。毎号
1000円＋消費税です。今回のみの購入も可能です。

また、主要な記事に関しては以下のサイトでもpdfファ
イルがダウンロード出来ます。ご覧下さい。
http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html

http://www.jacic.or.jp/jseminar/201504.html
http://www.iccbei.com/
http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
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