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平成26年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する
法律」の一部が改正され、新たな第22条の規定に基づき、
国土交通省等により、「発注関係事務の運用に関する指
針」がとりまとめられました。

この中では、発注者の責務として、公共工事の予定価
格の適正な設定に当たって、市場における最新の取引価
格や施工の実態等を的確に反映した積算を行うために
は、最新の積算基準を適用することが示されています。

JACICでは、従来より発注関係事務の適切な実施に資
するため、地方自治体向けに積算システム及び積算基準
データの提供などを行ってきました。

公共工事の積算基準は、毎年多くの基準改定が行われ
ているため、積算システム管理者は、基準改定作業に多
く時間と費用を要しています。今回、中核都市を中心と
した地方公共団体向けに、容易に最新積算基準を適用し
た積算システムを利用できる土木積算クラウドサービス

（ASP）を開始したのでお知らせします。
1．自治体クラウドの現況と動向

近年、ICT技術の進歩に合わせ、データセンターに業
務システムを保有することで安価にサービスを利用する
形態（クラウド）が普及してきています。地方公共団体
でも情報システム全体の最適化を進め、経費削減を実現
するための手段として、自治体クラウドを検討している
ケースが増えています。

総務省の「システムの現状と次期システム更新におけ
る各市区町村の移行システム形態」の調査結果によると、
次期システムでは、地方公共団体単独での利用（単独ク
ラウド）まで含めると60%の地方公共団体がクラウド化
を予定しています。

2．積算クラウドサービスの特徴
JACICでは、中核都市向けに、容易に最新の積算基準

を適用した積算が出来るように、IDCの仮想サーバ及び、
既存のパッケージ（Web版土木積算システム）と市販
の積算基準データ（土木工事、下水道等）を活用した積

算クラウドサービスの提供を開始しました。
このサービスは、新たなユーザの導入に際しても、新

たなサーバの調達・実装が不要で、早期にサービスが利
用でき、 OS、ミドルウェアのバージョンアップ等によ
る影響が少なく、JACIC側で遠隔運用管理を実施し、基
準改定が早期に実施可能などの特徴を有しています。

その利点としては、① 運用コスト（保守・管理費用、
ラック費用等）の大幅な削減が可能 、② 積算システム
管理者の業務負担の大幅な軽減（基準改定、単価更新等）
などがあります。 

3．積算クラウドサービスの課題
当該クラウドサービスは、インターネットを介しているた

め、安定した回線速度の確保やセキュリティの確保（情報
漏洩等）が継続的に対策されることが必要となっています。

更に、機関毎の要求仕様に対しても、カスタマイズを
行わなくても利用できるように、積算システムの標準化
を推進することも重要な課題として認識しており、今後
とも継続的に検討、対策を実施していく予定です。
4．おわりに

今後、BCP（事業継続計画）対応や経費削減を目的と
して、自治体クラウドを利用する地方公共団体が増えて
くると予想されます。

JACICにおいても、ユーザのニーズやICTの進歩とと
もに変化していくインフラの状況等にあわせ、積算シス
テムが、より使いやすい形態で提供できるよう努力して
まいります。

（積算システムセンター　参事　堀内俊一）

図-1　市町村における次期更新時のシステム形態見込み

 電子自治体の現状（情報化推進状況調査）について
（総務省自治行政局地域情報政策室、平成26年度）

図-2　ネットワーク構成図

地方公共団体向け土木積算クラウドサービス（ASP）
ニュースと解説
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平成27年11月8日（日）に実施された平成27年度の
RCCM資格試験の結果が、平成28年3月1日（火）に（一社）
建設コンサルタンツ協会から発表されました。

平成27年９月にRCCM資格が「公共工事に関する調査
及び品質確保に資する技術者資格」として点検・診断業
務の分野において国土交通大臣の登録を得たことから、
受験者数は6,569名と昨年比で4.4%増加しており、合格
者数も1,679名と昨年比で0.6%増加しています。なお、
合格率は25.6%で昨年より0.9ポイント低くなっていま
す。また、平成3年度から平成27年度までの平均合格率
は37.9%となっています。

受験者数が最も多かったのは「道路部門」で1,525名、
最も少なかったのは「廃棄物部門」で16名でした。合格
率が最も高かったのは「トンネル部門」で46.3％、最も
低かったのは「施工計画、施工設備及び積算部門」で
17.4%でした。平成3年度から実施されてきたRCCM資格
試験の合格者は累計で51,857名になりました。

合格者の詳細はJACICのホームページ「各種試験予定・
結果」に掲載しています。

平成28年度RCCM資格試験受験準備講習会は、全国各
地で7・8月に開催します。講習会の案内は5月初めに下
記のJACICホームページに掲載します。

http://www.jacic.or.jp/RCCM/RCCM2016.html
● 開催地・開催日・会場：下表参照
●   受講料：10,285円（税抜き価格9,524円）テキスト代

込み、昼食代含まず。

● 講習会の問合先：
（一財）日本建設情報総合センター RCCM資格試験
受験準備講習会事務局 （Tel. 03-3584-2404）

● 試験の問合先：
（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）

ニュースと解説

平成27年度RCCM資格試験合格発表

平成28年度RCCM資格試験受験準備講習会の実施

部門別合格者数
部門名 受験者数 合格者数 合格率

河川、砂防及び海岸・海洋 1,062 305 28.7
港湾及び空港 150 30 20.0
電力土木 25 5 20.0
道路 1,525 327 21.4
鉄道 25 10 40.0
上水道及び工業用水道 266 59 22.2
下水道 302 70 23.2
農業土木 265 79 29.8
森林土木 111 22 19.8
造園 55 14 25.5
都市計画及び地方計画 240 69 28.8
地質 142 32 22.5
土質及び基礎 502 115 22.9
鋼構造及びコンクリート 969 304 31.4
トンネル 108 50 46.3
施工計画、施工設備及び積算 328 57 17.4
建設環境 202 50 24.8
機械 17 4 23.5
水産土木 42 17 40.5
電気電子 145 36 24.8
廃棄物 16 7 43.8
建設情報 72 17 23.6

合　　計 6,569 1,679 25.6

平成28年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場
№ 開催地 開催日 会場名 住所 TEL 定員
1 札　幌 7/29（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 8/09（火） AER 5F 仙台市情報・産業プラザ多目的ホール 仙台市青葉区中央 1-3-1 022-724-1200 350
3 東京 1 7/27（水） 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 8/01（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 8/02（火） 新潟県自治会館 新潟市中央区新光町 4-1 025-284-4101 150
6 名古屋 8/03（水） 名古屋サンスカイルーム（名古屋 ATビル） 名古屋市中区錦 1-18-22 052-201-3344 300
7 大　阪 7/26（火） 大阪 YMCA 国際文化センタ－ 大阪市西区土佐堀 1-5-6 06-6441-0893 300
8 広　島 7/26（火） メルパルク HIROSHIMA 広島市中区基町 6-36 082-222-8501 150
9 高　松 7/27（水） 香川県土木建設会館 高松市松福町 2-15-24 087-823-4550 140
10 福　岡 8/04（木） 福岡ファッションビル（8F）A ホール 福岡市博多区博多駅前 2-10-19 092-431-7531 460
11 沖　縄 7/28（木） 沖縄産業支援センター 那覇市字小禄 1831-1 098-859-6234 180

（経営企画部　上席参事　宮﨑豊）
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社会基盤情報標準化委員会（以下、標準化委員会とい
う）は2000年に設置されて以来、建設分野の情報化を進
めるために特に情報の標準化が必要であるとの認識で活
動を行ってきました。

2012年度までは3ヵ年の推進計画に基づき活動に取組
んできましたが、2013年度からはCIM（Construction 
Information Modeling/Management）やビッグデータ
の活用等、ICTの先端技術を取り入れた近年の新たな社
会情勢への機動的な対応、広範囲にわたるテーマへの取
り組みのため、標準化委員会発足の目的である「建設情
報に係る標準化ビジョン」に沿った検討テーマを公募し、
活動を支援しております。

現在、2016年度テーマの募集を以下のとおり行ってい
ます。

■期間：平成28年3月7日（月） ～ 平成28年4月28日（木）
　
1. 小委員会の活動期間

活動期間は、小委員会検討テーマ採択決定の翌日から
平成30年6月末とします。

標準化委員会にて活動成果の報告を行い、標準化委員
会の承認を経て小委員会活動は終了となります。
　
2. 小委員会への活動支援金

一つの小委員会に対して、上限を300万円とする活動
支援金を交付します。

活動支援金は、原則として着手時に検討費用予定額の 
50％を、標準化委員会が活動の終了を認めた後に残額を
交付します。

3. 小委員会検討テーマの募集内容
検討テーマは、以下に示す「標準化に係わる検討テー

マ」に合致するものとします。
<<標準化に係る検討テーマ>>

建設情報に係る標準化ビジョン」に示された「①円
滑な電子データ流通基盤の構築、②統合的な電子デー
タ利用環境の創出を実現し、もって建設分野全体の生
産性向上を図る」趣旨に則った、社会基盤情報標準化
活動に関連した検討テーマ。

なお、2013年度は5件、2014年度は3件、2015年度は3
件の検討テーマが採択され、小委員会として活動を行っ
ています。

2015年度の標準化委員会の組織図を参考までに文末に
掲げます。（図中の特別委員会は、公募による小委員会
とは別に、標準化委員会が直接設置した3次元データの
取扱いについて検討するための委員会です）

JACICホームページで申請方法、申請書類などの詳細
を掲載していますので、ご参照いただきご応募ください。
○案内HP：http://www.jacic.or.jp/hyojun/2016shouiinkai_ 
oubo.html

（研究開発部　主任研究員　小池裕之）

JACIC便り

社会基盤情報標準化委員会
～４月28日まで小委員会検討テーマ公募～
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2015年度における標準化委員会の組織図

JACIC news_4月号.indd   3 2016/03/28   9:48:23

http://www.jacic.or.jp/hyojun/2016shouiinkai_oubo.html
http://www.jacic.or.jp/hyojun/2016shouiinkai_oubo.html


- 4 -

2016.4月号

JACIC便り

入札結果データを用いた総合評価方式入札の分析
（ 評価式デザインや入札参加資格のバリューフォーマ

ネー及び入札参加者の利潤に与える影響の推定）
東北大学経済学部

准教授　　中林　純
1．本研究の目的

本研究課題では、入札結果データを用いた総合評価方
式入札の分析を行う。入札データより入札者のコスト構
造の推計を行い、推計結果を応用して評価式や入札方式
がバリューフォーマネー及び入札参加者の利潤に与える
影響をシミュレート分析する。

一口に「コスト」と言っても、それは入札金額を決定
する際の積算費用や工事完了後に決算される費用など、
さまざまな種類の計算の仕方があり、それぞれの「コス
ト」がそれぞれの角度から建設業者の経営判断等にイン
パクトを持つと思われる。本研究ではそうしたさまざま
な「コスト」の中で、入札金額を決定する際に建設業者
が積算する費用を「コスト」として論を進める。 

近年、国の入札を中心に、価格のみならず価格以外の
要素も入札させ、価格とそれ以外の要素を総合的に勘案
して納税者にとってもっとも有利な者を落札者とする総
合評価方式の採用が進んでいる。総合評価落札方式入札
では、価格のみの入札のように各入札者の入札はスカ
ラーではなく、ベクトルとなる。以下では、そうしたベ
クトル値の入札データを用いて、入札者のコスト構造（の
分布）を推計する手法、いわゆる構造推定の手法につい
て解説する。また、サンプルとして国土交通省の2010年
から2014年までの公共工事の入札データを用いて実際に
コスト構造を推計し、推計結果にもとづき各種のシミュ
レーションを行う。
2．本研究の成果

　総合評価落札方式は納税者にどのようなメリットを
与えているのか？納税者は入札方式の変更そのものから
は直接便益を受けることはない。代わりに、異なる入札
制度で発注された公共工事が、より経済的な価格で得ら

れたり、より性能の高い公共工事が価格上昇なしに得ら
れたりすることで、より多くの便益を得ることになる。
以上を念頭におきつつ、観察された入札参加企業の費用
構造を元に価格のみの入札が行われた状況をシミュレー
ションした。その結果、総合評価落札方式入札は最大で
約10％程度、納税者の便益を増加させている可能性が明
らかとなり、他方で、価格方式入札でも、受注者に要求
する工事の性能水準を発注部局が適切に定めれば、納税
者の便益は総合評価方式に肉薄する可能性（シミュレー
ションの結果、価格のみ入札での便益減は1％弱）であ
ることも明らかとなった。

入札方式 β 性能値 標本数 平均 標準偏差 最小値 最大値 変化率

総合評価 - - 5,142 177.2 15.09 109.4 310.1 -

130 5,142 163.7 14.94 98.21 580.4 -7.66% (0.53%)
2 150 5,142 175.3 18.58 91.86 631.1 -1.10% (0.25%)

170 5,142 172.5 22.22 83.83 576.5 -2.69% (0.24%)

130 5,142 163.2 15.15 96.21 572.7 -7.94% (0.50%)
価格入札 3 150 5,142 175.0 18.79 83.19 637.9 -1.24% (0.24%)

170 5,142 169.8 23.97 68.36 575.7 -4.20% (0.53%)

130 5,142 161.9 14.87 93.79 561.9 -8.68% (0.51%)
4 150 5,142 174.5 18.74 74.47 626.1 -1.51% (0.26%)

170 5,142 166.9 25.89 54.08 574.8 -5.82% (0.51%)

表-1　総合評価入札と価格のみ入札との納税者便益の比較

技術提案を伴うなど、総合評価落札方式入札では価格
のみ入札にくらべて入札参加企業の負担は大きい。総合
評価落札方式入札に比べて相対的に参加費用の低い価格
入札では、より多くの入札参加が見込まれるため、より
高い競争性が期待される。本研究ではそうした潜在的な
入札者の参加行動はモデル化した分析対象からはずして
いるため詳細は不明ながら、場合によっては競争性の向
上から価格入札のほうが総合評価落札方式入札よりも納
税者の便益が高い可能性も残されることは注意が必要で
あることもわかった。
3．関連文献

総合評価落札方式入札の理論研究はChe（1993）を先
駆とし、その後Asker and Cantillon （2008）が入札者の
効率性パラメターを多次元とする方向で拡張し、多様な
入札者をモデルに取り入れることが可能となった。また
Hanazono et al.（2015）では、従前の研究に用いられて
いた評価式の制約を取り払い、たとえば実務的にも多用
される除算方式の評価関数も分析可能となる枠組みへと
モデルが拡張された。

入札データを構造推定（モデルを前提として入札者の
効率性パラメターを推計）する手法については、Paarsch

（1992）を先駆として、その後Guerre, Perrignue, and Vuong
（2000）がノンパラメトリックな推定方法を提唱し、普
及が進んだ。総合評価落札方式入札のデータのように入
札が多次元（ベクトル）となる入札の構造推定はあまり
研究がいないが、本研究はその領域で学術的貢献が見込
まれる。

参考文献（一部のみ）
Nakabayashi, Jun and Yohsuke Hirose, “Structural Estimation of 
the Scoring Auction Model”, mimeo, 2015

JACICでは、平成10年度から財団の設立目的に適合す
る研究に対し助成を実施しています。平成27年度には15
件の研究成果の報告があり、平成27年11月には「JACIC
設立30周年 研究助成事業成果報告会」を開催しました。
2月号より順次、研究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

（建設情報研究所　首席研究員　高橋忠）

研究助成事業成果（Ｈ27年度報告）の概要（3）

図-1　入札者の技術評価値ごとのθの累積分布関数
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JACICはこれまでにも、多くの国際関連事業に従事し

て来ました。平成28年度も以下のような活動を行う予定

です。

１．国際会議への参画

JACICは、10年ほど前より職員の論文発表を積極的に

奨励して来ております。今年度も大阪で7月に開催され

る「ICCCBE2016」という国際会議に対し6編の論文参加・

派遣を行います。

また、2013年、2015年には土木学会土木情報学委員会

に協力する形でICCBEI（International Conference on 

Civil and Building Engineering Informatics）という国

際会議を開催支援し、JACICセッション等を提供してき

ました。これらの国際会議における活動を通じて、アジ

ア各国・地域の建設情報分野でご活躍の先生たちとの交

流が継続されています。JACICの中では「国際交流・国

際貢献プロジェクトチーム（国際PT）」が編成され、こ

れらの活動を主体的に行っています。

国際PT関連の記事に関しては、JACICホームページ

の以下のサイトを参照下さい。

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

2．積極的な海外調査（CIM、標準化）

国土交通省が提唱しているCIM（Construction  Infor-

mation Modeling / Management） に関しても、JACIC

は多くの公益的な事業を行っております。土木学会の方

で毎年組まれる海外調査に参画するとともに、米国方面

には毎年のように調査団を派遣して、先進事例を研究し

ております。これらの情報は、以下のサイトを通じて公

開されています。

http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index.html

また、三次元データモデルのデファクトと言えるIFC

（Industrial Foundation Classes）の標準化活動を行って

いる「BuildingSMART」（日本における下部組織はIAI

日本）という国際組織の中のインフラ関連の定例会には

毎回職員を派遣しております。

この建設情報分野の世界は、意外と狭い世界で、その

動向をつかむためには、国際会議に参加し続けることが

重要だと考えております。

これらの関連記事は、JACICnewsでも2015年12月号

などで、レポートしています。

http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/pdf/jn319.pdf

3．外国訪問団の受入れ

不定期ですが、JICA等の研修で、海外からの研修団

がJACICを訪問することもあります。JACICが運営して

いる電子入札やコリンズの仕組みを知るためです。これ

らに関しても継続的に受け入れていく予定です。

4．海外支援室の活動

上記の活動の多くは公益事業の領域で行われているも

のですが、JACICには営利活動で海外に進出するわが国

の建設関係企業を助けるという「海外支援室」も活動し

ています。平成2013年10月の発足で、平成27年度には初

めて業務を受託しております。この領域の活動は以下の

サイトを参照してください。

http://www.jacic.or.jp/kouryu/kaigaisien/index.html

　　　　　

（経営企画部　次長　河内康）

JACIC便り

JACICにおける国際関連事業
―平成28年度も多くの事業に参画―
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JACICでは、平成24年度から建設情報システム・デー
タの安定的な提供を行うために、クラウド・コンピュー
ティングの基礎技術となる仮想化を業務適用する検討を
行ってきました。今回は、仮想化の主な要素技術の一つ

「シンクライアント」（直訳：やせた端末）を紹介します。
「なぜ今シンクライアントなのか？」と疑問に思う方

もいらっしゃるでしょう。その問いにお答えします。

1．経緯・背景
実を言えば、仮想化は新しい技術ではありません。次

の図のとおり、メインフレーム主流の1960年代に高価な
汎用機に機能を集中してダム端末での運用を図り、利用
効率向上のために仮想化技術は開発されました。

1990年代になると、ハードウェアの高性能化・大容量
化が進み、安価なサーバの分散化（ダウンサイジング化）
が本流となり、効率化は一時低下しました。

1990年代後半、インターネットが普及して情報量の増
大に伴う運用負荷・コストの増大が大きな課題となり、
2000年代に入り仮想化集中・統合による効率性の向上が
再評価され現在に至っています。

 

2．シンクライアントのかたち（形態）
仮想化とは1台の物理サーバに多くの仮想サーバを構

築して運用することです。したがって、デスクトップ仮
想化のシンクライアントは、機能を統合・集約した仮想
サーバに接続して、業務の効率性を向上する目的の“手
段”と言えます。次の図のように整理されます。

3．シンクライアントのすすめ（実現方法）
シンクライアント端末では、端末利用者の利便性が向

上します。しかもデータやソフトはサーバの保護下にあ
るため安心、安全に業務を行うことができます。

1） CAD 等専門使用 PC 以外はノート或いはタブレット
 ⇒手間いらずの端末、マルチデバイスで対応
2） どのフロア、どの部屋でも自席と同じ働き方
 ⇒時間・場所に縛られない。会議はペーパーレス
3） 全てサーバ処理・入力情報と画面情報のやりとり
 ⇒端末には一切の情報を残さず、残らず、漏らさず
4） 外出・出張中の業務や在宅勤務も可能
 ⇒ BCP にも最適、携帯機の活用も視野

また、管理者側ではセキュリティの強化、端末管理負
荷軽減、利用者集約率の向上、及び意思決定・情報伝達
の迅速化、効率化を図ることが可能となります。

4．シンクライアントへの道（実現方式）
ここまで来るとシンクライアントの利点を生かした新

たな仕事のやり方を理解していただけたと思います。
それでは、シンクライアントを3次元CAD業務に適用

した場合の利用イメージを次の図に紹介します。実現に
は、GPU（Graphics Processing Unit）や多くのメモリ
を搭載した高価なPCが利用者数分必要です。

仮想サーバに前記の機器類を実装して分割利用すれ
ば、非力なPCでもワークステーション並の処理速度で
の作業が可能になります。今後、関係者で3次元モデル
に同時にアクセスして並行作業（コンカレントエンジニ
アリング）することも可能になるでしょう。

5．おわりに
これからも情報インフラの共同利用の提案・構築に留

まらず、実務への適用を通じて検証を行い、最新の情報
通信技術（ICT）を駆使した解決策の提案を行うことで
業務の高度化・効率性を高めるワークスタイルのイノ
ベーションに寄与したいと考えます。今後も関連情報の
ご提供、ご支援よろしくお願いします。

（システムエンジニアリング部　参事　宮本勝則）

初心者コーナー

シンクライアントとは？
～業務の効率性の向上に向けた取り組み～
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北陸地方センターは、新潟市の中心部である新潟市役
所の真向かいの市役所前ビル6階の一角にあり、東中通
りを見通せるオフィスになっています。

新潟市では昨年からBRT（新バスシステム）を導入し、
連接バスが運行され、当センターはその乗換ポイントか
ら徒歩3分の立地にあります。

（新潟市のシンボル萬代橋と赤い連接バス）

春本番で心軽やかとなる季節となりましたが、皆様い
かがお過ごしでしょうか。今回は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。
■北陸地方センターが開設から20年

1996年（平成8年）8月1日に学校町通2番町の（当時）
興和ビル7階に北陸地方センターを開設し、今年の8月で
20年を迎えます。
【歴代のセンター長】

初代 宮崎光弘 H8.7～H11.4（準備期間含む）
2 代 小野秀雄 H11.4～H13.4
3 代 齋藤俊三 H13.4～H19.4
4 代 穂苅正昭 H19.4～H27.6
5 代 木村　繁 H27.7～
約半年間の準備期間を経て平成9年4月2日からコリン

ズ・テクリス登録の受付けを開始して以降、建設副産物、
電子入札、電子納品などの普及を目的としたJACICの地
方組織として役割を果たしてきました。どうぞ今後とも
宜しくお願いします。
■賛助会員へJACIC設立30周年御礼ご挨拶

JACIC設立30周年を機に、北陸地方センターでも昨年
11月～今年1月にかけてこれまでJACICを応援して頂いた
賛助会員各社へ御礼の挨拶に、伺わせて頂きました。

会員の皆様からJACICへのご意見やご要望を頂いた
他、たくさんの激励の言葉も頂き、これからも繋がりを
大切にしなければならないと意を強くすると共に、地方
では業績が厳しく、更なる生産性の向上が求められてい
ると感じました。

賛助会員の皆様、ご多忙にもかかわらず、快く迎えて
頂き、誠にありがとうございました。

■けんせつフェア北陸in金沢2015のへの出展
昨年の10月16日（金）・17日（土）に、金沢市の石川

県産業展示館を会場として「けんせつフェア北陸in金沢
2015」が開催されました。

JACICにおいても、「ICTで建設産業を元気に・ICT
技術を活用した建設産業の効率化」をテーマとして、
CIMやPhotog-CAD等の最新の建設技術を出展したとこ
ろ、特に若い企業人や学生さんから熱心にブース説明を
聴いてもらい、期待の強さを感じました。

■「RCCM資格試験受験準備講習会」の開催
平成28年度の「RCCM資格試験受験準備講習会」を、

8月2日（火）に新潟県自治会館（新潟市中央区）で開催
します。

北陸地域で開催されるRCCM資格試験受験準備講習会
としては、開催実績や講義内容からみても唯一の機会と
なります。受験予定の方々の多数のご参加をお待ちして
おります。（詳細は北陸地方センターHPにて紹介）
（URL　http://jacic-hokuriku.info/）

 

■北陸地方センターHPに10万アクセス
平成28年3月4日で北陸地方センターのホームページが、

リニューアル（平成25年4月1日）から約3年間で10万アク
セスを突破しました。

閲覧いただいた皆様方へ御礼を申し上げます。今後も
北陸地域における建設ICTのコンシェルジュとして情報
提供してまいりますので、引き続き閲覧いただけますよ
うお願い致します。
（URL　http://jacic-hokuriku.info/）

昨年7月から前任の穂苅センター長から引き継がせて
頂いた木村繁です。趣味は、フィットネスとオートバイ
です、宜しくお願いします。　　　

（北陸地方センター長　木村繁）

地方便り

北陸地方センター活動報告
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JACICの有料サイト「JACICNET」の中の記事が平
成28年４月より、ひとつ消えています。人気コンテンツ
のひとつ「コリンズ・テクリス一般検索」です。

JACICでは発注機関の依頼に基づき、ホームページの
記事として「工事実績情報公開」を提供してきました。
http://www.jacic.or.jp/teikyo/ 一 方、JACICNET「 コ
リンズ・テクリス一般検索サービス」においても「工事
実績情報公開」と同様の情報を提供しておりましたが、
一部依頼のない発注機関の工事件名や、検索項目などを
提供していた部分がありましたので、平成28年度から
JACICNETの方のサービスを終了させていただきまし
た。

ホームページ内の「工事実績情報公開」については引
き続きご利用いただけます。コリンズの登録内容の一部
の情報をこれまでとほぼ同様にご覧いただけますので、

こちらのサービスをご利用いただきますよう、お願い申
し上げます。なおこれは、皆さまが日常使用されている

「コリンズ本体の登録システム及び検索システム」に影
響を与えるものではありません。

永らくの間サービスをご愛顧いただきましたことに深
く感謝するとともに、本サービスをご利用いただいてい
るみなさまにご迷惑おかけいたしますことを深くお詫び
申し上げる次第です。

また、平成28年度はJACICNETのサービス内容全体
を再検討する時期に来ており、今後のより良いウェブ
サービスに向けて、皆様のご意見も反映していきたいと
考えています。何とぞ暖かい目で推移を見て頂ければ幸
いです。

（経営企画部　次長　河内康）
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JACICNETにおける「コリンズ一般検索」の
サービス終了について

JACIC便り

去る1月8日（金）、公益社団法人日本技術士会の登録
グループ「IT21の会」にて「維持管理のための電子情
報活用に関するプロジェクトチームの活動」と題し、1
時間のメインテーマとして発表を行いました。内容は
JACICセミナー平成27年第二回「インフラの維持管理
2015」にJACICの事業説明を追加したものです。質疑応
答では、コリンズ・テクリスのセキュリティ対策、地方
自治体における技術者不足を解決する方策、他省庁の発
注方法と国土交通省の発注方法の相違などの意見交換が
行われました。
参照URL
http://www.jacic.or.jp/movie/jseminary

（建設情報研究所　主任研究員　桔梗靖之）

日本技術士会でJACICの事業を説明
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