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近年のIT技術の急速な発展により、人間の存在価値
が脅かされていると断言するのは大げさでしょうか？　
事実、メモリーの超高集積化や演算速度の超高速化によ
り、人間の知能を超えた性能を発揮し始めました。チェ
ス、将棋、囲碁といったプロとの対戦で、コンピューター
が凌駕し始めています。また、ロボットがフロント業務
を行うホテルの登場など、人間の職場を奪っていく状況
も出てきています。では、人間の存在はどこに意味を見
いだすべきものなのでしょうか。最初に私の結論をいっ
てしまいますが、人間には「心」があることだと思いま
す。スピリチュアル的な文章にならないように気をつけ
ながら皆さんと考えていきましょう。

1．人と自然は共生できない？
まずは言葉遊びの話から。「人と自然との共生」「人と

環境との共生」ということが言われます。皆さんはこう
聞かれてどのようなご感想を持たれたでしょうか。素晴
らしいとプラスのイメージを持たれたでしょうか。とこ
ろが、「共生」とは手元の広辞苑によると、「異種の生物
が行動的・生理的な結びつきをもち、一所に生活してい
る状態。……」とあります。自然はそもそも生物でない
といえますが、仮に全生物体系の総称を自然と呼ぶにし
ても、人間は自然に含まれるので異種のものではない。
ということは、人と自然は概念上共生できないことにな
ります。「人と自然との共生」の言葉の裏には、「人」と

「自然」を対立概念としてとらえていることになります。
人間も自然の一部とするならば、共生はありえないこと
になるのです。ここまでは日本語で書かれたこの文章を
読んで理解することができる日本語を母語とする方（日
本人に限定されません）である読者の皆様には納得して
いただけるものでしょう。

2．人と自然を対立する概念として発展した西洋科学
一方、西欧人は「人間と自然の共生」をあり得るもの、

望ましいものとしてとらえます。これは一神教であるキ
リスト教の影響があります。この世界のすべての物質・
事象は、万能で唯一絶対の神（God）が規則正しく創造
されたものであり、神は人間を特別の存在として創造し、
神に仕える人間のために自然をも創造されたと認識して
います。このように西欧人にとって、人と自然は対立す
る概念としてとらえられるのです。自然は神（God）が
斉一で整然とした規則に従って創造したものであるの
で、その規則を発見しようとして近代科学が発展してき
たのです。なお宗教色を薄めるため、神（God）と言わ
ずサムシング・グレイト（Something Great、何か偉大

なるもの）と呼ばれることもあります。
特にアメリカでは、人間は原初のアメーバ状の生物が

進化して誕生したとする進化論に対する批判が強く、人
間は最初から神が人間として創造したもので、進化論は
誤りだとして進化論を教えない学校も多いといいます。
進化論の大きな根拠とされる「始祖鳥」も、それが発見
された地層より古い地層から鳥の化石が発見されてお
り、始祖鳥は爬虫類から鳥類への進化の中間種ではない
と主張されています。また、和名でミイデラゴミムシ

（bombadier beetle・射撃虫）という体内で2種の液体を
混合して爆発させ尻から毒ガスを発射して敵を撃退する
生物は、進化して誕生することはあり得ず、神が最初か
らミイデラゴミムシとして創造したものであると主張さ
れています。このように、人間は特別に神が創造したも
のであり、自然と対峙した存在として認識していますの
で、人と自然との「共生」はあり得るのです。

逆に進化論の有力な論拠として、受精卵から個体に成
長していく過程で、「個体発生は系統発生をくり返す」
というヘッケル（Ernst Haeckel）の反復説があります。
この関連で、古代のサメが水中から陸に上がった時にえ
ら呼吸から肺呼吸に変化すべくのたうちまわったよう
に、人間を含む脊椎動物の個体発生においても、えら呼
吸から肺呼吸の形態に変化する際に循環器系が極端に弱
くなり息も絶え絶えになる様子が観察されています（西
原克成「生命記憶を探る旅－三木成夫を読み解く」）。生
命の成り立ちについては、まだまだ分からないことがあ
るようです。

3．日本人の脳
先に「日本語を母語とする方」という表現をしました。

「日本人の脳」（角田忠信著）という名著があります。角
田博士が母音のみの音節を処理するのは左脳（言語脳）
であるとの実験結果が得られたとする論文に対し、アメ
リカ人の学者からそれは右脳（非言語脳）であるという
実験結果が得られたという指摘があり、角田博士が外国
人も対象に実験した結果、日本人のみが左脳で処理して
いることが判明したのです。さらに対象者を広げると、
外国人であっても日本で育って日本語を母語とする人は
左脳で、日本人であっても外国語が母語となっている人
は右脳で処理することが判明しました。左脳で処理する
のは、他にポリネシアの現地語を母語とする人々（現在
は英語教育が普及し少数になっているものの）だけとの
ことです。同じ東洋人であっても中国人や韓国人は右脳
で処理しているのです。実験の対象にはなっていないよ
うですが、個人的にはモンゴル人やチベット人はどうな
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のかなという興味があります。
これは、人種といった遺伝的なものではなく、日本語

の成り立ちによるものというのが角田博士の結論です。
他の外国語にはない日本語（ポリネシア語も同様）の特
徴として、母音だけで意味をなす言葉（胃、愛、いいえ、
青など）があり、それを理解するために母音だけの音節
も左脳（言語脳）で処理しているのです。外国語には母
音だけで意味を成す音節はないそうです。その付随的効
果として日本人（日本語を母語とする人。以下特に断ら
ない限りこの意味としてご理解ください）は、虫や鳥の
鳴き声、小川のせせらぎ、風音、伝統的な邦楽器の音な
ども左脳で処理することとなっているとのことです。外
国人には、これらの音は雑音として右脳で処理されてい
ます。日本人の自然に対する感性は、ここに原因がある
と思われます。冒頭の「人と自然の共生」の問題は、宗
教上の要因もありますが、こと日本人に限って言えば、
脳の働きによる心の要因も大きいと考えられます。

日本人はこのように左脳で処理するデータが多いた
め、少し脳を働かせる（左脳を使って理性的な処理をす
る）と脳が疲れやすいという特徴を有するようです。電
車の中で寝ている日本人が多いといわれるのもそれが原
因の一つでしょうか。逆に右脳に余裕があるためか、論
理的というよりも大局観を把握するのに秀でているよう
です。また角田博士によると、長期間の外国語の会議に
出席すると慣れない発音を聞き逃すまいと、余計な雑音
も左脳に集めてしまい疲れが倍増するようです。この疲
れの回復には右脳で処理する西洋楽器による西洋音楽が
効果的だと角田博士は書いておられました。琴などの邦
楽器は左脳で処理するのでダメなようです。ちなみに母
語が確立するのは、角田博士の実験によると6歳以降8歳
後半までの言語環境によるとされています。6歳以前に
幼児英語教育をしても意味がないとのことです。角田博
士が亡くなられた後、この研究を引き継いでおられる研
究者はいないようです。日本人の特質を理解していない
外国の論文を引用するだけの研究者が増えることを危惧
します。

4．心による伝承
ところで、伝統芸、伝統技術といったものはどのよう

に伝えられていくのでしょうか。師匠の技を見よう見ま
ねで覚えていって伝えられるのでしょうか。内弟子制度
というものがあります。落語家や棋士などで行われてい
ますが、弟子が師匠の家に住み込みで師匠の世話をする
というものです。何と前近代的なシステムでしょうか。
落語家など師匠の世話など出来ないと逃げ出す若者も多
いとか聞きます。しかし、内弟子をきちんと勤め上げた
若者が大成するという話もよく聞くところです。何か単
なる技を受け継ぐだけでなく、師匠の心を伝えてもらう
というメリットがあり、多くの職種で長年続けられてき
たのではないでしょうか。

スピリチュアル系の方なので眉につばをつけて聞いて
いただくよりないかも知れませんが、理論物理学者で
ノートルダム清心女子大学大学院元教授の保江邦夫博士
が、スペイン人の聖職者であるエスタニスラウ神父から
キリスト由来の活人術（合気道のような武術）を授かっ

た際の話です。それまで面識がなかった2人が対談した
ところ、同席したお嬢さんの話では何語かわからない言
葉で2人が何か話し合っていたようですが、保江博士ご
自身も何を話したかさっぱり覚えていないということで
すが、その際に心と心が触れ合って活人術が伝えられた
としか考えられないとご本人も述懐されています。その
後、合気道を昇華した「愛魂（あいき）」という武術を
創始されていますので、その際に技を受け継いでいると
考えられます。

また保江先生の本によれば、業捨（ごうしゃ）と呼ば
れる整体のような特殊な治療があり、ある一人の先生の
みが施術できるものだったそうです。業捨の先生ご本人
は弟子をとらず他に受け継がれることもないはずだった
のですが、ある時から弟子と称する人が何人か出てきた
そうです。それは、業捨の先生をテレビ局が取材した際、
長期間寝食をともにしたディレクターが取材後自分も業
捨ができることに気づき、ある温泉旅館で業捨を教える
会を高額の指導料を取って開催しましたが、指導などせ
ずに昼夜宴会ばかりしていたそうです。参加者はだまさ
れたと思い怒って帰りましたが、帰ってみると業捨がで
きるようになっていたということです。ここに内弟子制
度の本質があるのではないでしょうか。

5．心を生み出しているもの
戦後の世界的に有名な数学者に岡潔博士（1901年－

1978年）がいらっしゃいますが、晩年「心」や「情」と
いったものに傾倒されていました。先生によると、人間
には第1の心（自我）と第2の心（情）があり、大脳の機
能でいうと第1の心は側頭葉（記憶の量と処理速度）及
び前頭葉（自我意識・論理構成）の機能に、第2の心は
頭頂葉及び後頭葉の機能に当たるとされます。アメリカ
人は側頭葉に秀で、欧州人は前頭葉に優れている。日本
人は側頭葉及び前頭葉が未発達であるが頭頂葉及び後頭
葉が発達しているとされます。西洋人は生かされている
肉体のことを生命ととらえ、五感（視覚、聴覚、嗅覚、
味覚、触覚）で分からないものは無いものとしかとらえ
ず（唯物主義）、自己という意識（第1の心）しか有しま
せん。東洋では肉体を生かしている実体（第2の心）を
生命と呼んでいるとされ、人間が行うべき道徳は第2の
心から自然と生まれてくるとされています。岡博士の第
1の心はコンピューターが人間の脳を凌駕していきつつ
ありますが、人間を人間足らしめている第2の心（情の
世界）はコンピューターが入り込めません。もっとも第
2の心を物理学的に解明しようとする学者も出てきてい
ます（治部眞理・保江邦夫著「脳と心の量子論 ‐ 場の
量子論が解きあかす心のすがた」）ので、将来も安泰か
どうかは分かりませんが。

左脳に負担をかけないように意味のある音節を整理し
ていった他の言語からすると、日本語は未発達の言語か
もしれず、どちらが優れているという優劣はつけるつも
りはありませんが、少なくともコンピューターと勝負を
する必要のない第2の心を育んでいく必要はあると思い
ます。

（理事　青木敏隆）

ニュースと解説

27701031 JACIC news_6月号.indd   2 2017/05/30   16:26:53



- 3 -

2017.6月号

JACIC便り

JACICの品質マネジメントシステム
JACICは、各事業における品質確保とお客様の満足度

向上にむけ、品質マネジメントシステム（JIS Q 9001：
ISO9001）による運用を行っています。

1．品質マネジメントシステム
ISO（International Organization for Standardization：

国際標準化機構）規格の内、品質に関する規格となる
ISO9001は、1987年の発行から30年が経過し、世界各国
で多数の認証が取得されています。

ISO9001は、当初ISO9000シリーズ（品質システム）
として設計・開発（ISO9001）、製造・据付（ISO9002）、
最終検査・試験（ISO9003）の段階別にそれぞれの品質
保証のためのモデルとして規定されました。

ISO9000シリーズは、これまでに幾度かの改訂がなさ
れ2000年 の 大 幅 な 改 訂 に よ り、 ひ と つ に 集 約 さ れ
ISO9001（品質マネジメントシステム－要求事項）とな
ります。（ISO9000は品質マネジメントシステム－基本
と用語となっています）

その後もISO9001は、2008年、2015年に改訂され、現
在の最新は、2015年11月に発行されたISO9001：2015と
なっています。

ISO9001は、世界各国において認証を行うため各国で
翻訳、調整がなされており、日本語対応版はJIS Q 9001
として日本工業標準調査会の審議のもと、日本規格協会
が発行しています。

日本語対応の最新版はJIS Q 9001：2015となります。

2．JACICの品質マネジメントシステム
JACICは、2003年6月より全業務を対象にJIS Q 9001：

2000（ISO9001：2000）の運用を開始し、同年12月18日
付で認証を取得しました。

その後、規格の改訂が行われる度に再認証を受け、常
に新しい規格への対応を行ってきました。

品質マネジメントシステムの導入により、内部コミュ
ニケーションの定期的な実施や内部監査による監査・改
善、文書（記録）の電子的な管理の促進等の効果があり
ました。

文書（記録）の管理においては、所在や検索を容易に
するため業務管理システムを構築し、システムによる管
理を実施すると共に、さらなるペーパーレス化を進める
ため、電子決裁等を積極的に活用するようになりました。

JACICは、2003年に認証を受けてから品質マネジメン
トシステムを10年間維持した功績により、2014年1月24
日に、審査機関より永年表彰をいただきました。

3．新しい規格への対応
現在JACICが認証を受けている規格は、JIS Q 9001：

2008（ISO9001：2008）です。
JIS Q 9001：2008は、最新規格のJIS Q 9001：2015の発

行により2018年9月14日をもって廃止となります。
これに伴いJACICは、本年度のサーベイランス審査に

合わせてISO9001：2015への移行審査を受ける予定です。
この移行審査に向けた新規格への対応にあたり、昨年

度より過去のISO担当者等による移行検討チームを編成
し、検討を行ってきました。

本年3月には、新規格に対応した品質マニュアル、手
順書類、帳票類の整備が完了し、4月より新規格による
運用を開始しました。

新しい規格では、組織の状況の理解として、組織の活
動に影響を及ぼす外部の課題と内部の課題、活動を行う
にあたってのリスクと機会への取り組み等が要求事項と
して明確化されており、JACICにおいてもこれらに関す
る記録を保持するようにしました。

4．今後の活動
JACICでは、本年8月にJIS Q 9001：2015への移行審査

を受け、最新規格へ対応する予定です。
これまで同様に建設情報分野において建設業界に貢献

できるよう、引き続き品質マネジメントシステムを活用
し、品質の確保並びにお客様の満足度向上に努めてまい
ります。

（経営企画部　参事　菊地　修）

永年認証表彰 登録証
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平成29年4月19日（水）に、台湾の集思台大会議中心で
JACICセミナーを開催しました。当日は多数の方にご来
場いただきありがとうございました。
1．開催趣旨

このセミナーの翌日、20日から21日にかけて同じく集
思台大会議中心でICCBEI2017が開催されました。この
機会を捉えて日本の建設分野での情報化の取り組みを台
湾の人に知っていただこうということで、本セミナーを
企画しました。「日本の建設情報システムの最新事情」
と題して、JACIC職員3名による講演の他に、日本企業
の5社（うち台湾現地法人1社）に講演していただきまし
た。
2．セミナープログラム

 開会挨拶 （JACIC理事長　門松武）
　1．JACICの活動の概要

（JACIC審議役　小出正則）
　2．コリンズ・テクリスについて

（JACIC次長　藤本幸司）
　3．電子入札コアシステムの現状と将来

（JACIC次長　服部司）
　4．ICT施工管理支援システムの開発

（株式会社日立製作所　韓曄）
　5．全世界デジタル3D地図提供サービス

（株式会社NTTデータ　栗林真）
　6．道路3Dモデルの生成システムと流通

（川田テクノシステム株式会社　工藤克士）
　7．台湾での建築工事におけるBIM活用

（中鹿營造股份有限公司　西村英月）
　8．道路行政における防災・減災の取り組み

（株式会社長大　本間伸哉）
 閉会挨拶 （JACIC審議役　小出正則）

3．講演内容について
（1）JACICの講演

審議役の小出から、JACICの事業の概要について紹介
した後、コリンズ･テクリスセンター次長の藤本から、
コリンズ・テクリス
について、システム
エンジニアリング
部次長の服部から、
電子入札コアシス
テムについて説明
しました。
（2）日本企業の講演

日立製作所の韓氏から、同社のICT施工の取り組みに
ついて紹介していただきました。NTTデータの栗林氏
から、同社が販売する3次元デジタル地図サービスにつ
いて紹介していただきました。川田テクノシステムの工
藤氏から、同社における道路3Dモデルの生成システム
について紹介していただきました。中鹿營造の西村氏か

ら、台湾で行った建築案件でのBIMの活用事例を紹介し
ていただきました。長大の本間氏から、同社が受託した
コンサルティング業務の中からICT技術を活用した防
災・減災への取り組み事例を紹介していただきました。
4．展示ブース

セミナー会場には展示ブースを併設し、パンフレット
の配付やポスターの掲示、商品デモの実演ができるよう
にしました。休憩時間には多数の方がブースを訪れ、台
湾の方との交流を果たすことができました。今後のビジ
ネスの発展に繋がれば幸いです。

5．参加状況
当日は生憎の雨天ということもあって7割弱の出席率

でしたが、延べ65人の方にご来場いただきました。若年
層や女性の比率が高く、日本で開催するJACICセミナー
の様子とは一味違う光景でした。海外でのJACICセミ
ナーは初めての試みでしたが、おかげさまで好評を博し、
またの開催を望む声を多数いただきました。
6．おわりに

本セミナーの開催にあたり国立台湾大学の謝尚賢教
授、ならびに同大学BIM研究センターの賴銘鋒氏、林飛
彤氏には多大なるご協力をいただきました。謹んで御礼
申し上げます。

セミナー配布資料は、以下のJACICホームページ上で
も公開されているので、ご参照下さい。
　http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/index.html

（国際グループ　横山善行）

JACICセミナーin台湾　開催報告

セミナーの様子

現地での開催案内のデザイン

セミナーに参加した5社の皆様と展示ブース
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ICCBEI2017国際会議in台湾の参加報告
―第3回土木建築情報学国際会議―

平成29年4月19日から21日の3日間、台湾台北の国立台
湾大学において開催された第3回土木建築情報学国際会
議（ICCBEI2017）にJACIC は門松理事長以下12名参加
して、審査論文の発表およびインダストリセッションで
のJACIC活動のプレゼンテーションを行いましたので報
告します。
1．オープニングセレモニー（開会式）

本会議はアジア地域で隔年開催される国際会議で、第1
回、第2回は東京で開催され今回初めて日本以外の台湾で
の開催となりました。主催のInternational Conference on 
Civil and Building Engineering Informatics（ICCBEI）
とConference on Computer Applications in Civil and 
Hydraulic Engineering （CCACHE）と合同して、台湾大
学構内のGIS NTU コンベンションセンター（集思台大會
議中心）で開催、参加者約200名でした。

オープニングセレモニーでは、国立台湾大学副学長の
謝尚賢教授から開催挨拶がありJACICの開催支援、これ
までの貢献に対して感謝の言葉が述べられました。

2．基調講演
続いて、次の4つの基調講演が両日で行われました。

　Ⅰ．モハメド教授（カナダ自然科学・工学研究機構）
　　　　　「モジュール化とオフサイト建設の実践」

　Ⅱ．リャン・リー理事（台湾BIM協会）
　　　　　「顧客価値提案に基づく実践BIMの共同進化」

　Ⅲ．矢吹信喜教授（大阪大学）
　　　　　「CIMにおける土木情報学の役割と展望」

　Ⅳ．ユウシュン・ホワン氏（新北市公務局）
　　　　　「建築確認申請支援システムのBIM実装」

3．論文発表セッション
200編 以 上 の 論 文 応 募 が あ り、79編 が 受 理 さ れ、

JACICからは、次の3編の論文発表を行いました。

発表者 論文タイトル・セッション名（プログラム順）
宮本 勝則

横山 善行

児玉 直樹

「BIM/CIM 標準と社会基盤ライフサイクルマネジメ
ントの研究」 【CIMセッション】

「建設分野のリサイクル情報のオープン化の研究」 
 【BIMセッション】

「CIM 導入に向けたモデル詳細度基準の検討」
【BIMセッション】

4．インダストリ・セッション
インダストリ・セッションにおいて、JACICの主な5

つの活動についてプレゼンテーションを行いました。

プレゼンター プレゼンタイトル（プログラム順）
河内 　康
影山 輝彰
石渡 啓晋
服部 　司
桔梗 靖之

・工事実績情報データベースCORINS
・CIM導入効果の予備検証
・電子入札システムにおける技術的課題と対策
・首都直下地震対応のJACIC重要事業の強靭性向上
・工事実績情報システムに維持管理情報の付加機能

５．AGCEI理事会、クロージング（閉会式）
4月21日、AGCEIボードミーティング（理事会）が開

かれ、討議の結果、次回の第4回ICCBEI2019国際会議は
2019年11月7日（木）、8日（金）に日本、仙台での開催が
決定し閉会式で発表されました。

本会議に参加して各国地域との連携、相乗効果の必要
性と国際交流・貢献の重要性を改めて認識しました。次
回国際会議においても期待以上のJACIC貢献ができるよ
う準備して取り組みたいと考えています。

（システムエンジニアリング部　参事　宮本勝則）

全体集合写真

論文発表状況

AGCEI ボードメンバー

主催者（謝教授）挨拶および会場風景
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平成29年度CALS/EC資格の更新手続きのご案内
―今年度で更新手続き受付終了―

1．CALS/EC資格制度の概要
CALS/EC資格制度は、平成13年6月に国土交通省及

び地方公共団体等がCALS/ECを導入する際の支援、普

及・推進のための人材育成、情報の普及を目的にJACIC

が創設したもので、CALS/ECエキスパート（RCE）と

CALS/ECインストラクター（RCI）の二つの資格があ

ります。

RCEまたはRCIと称して活動するためには、各試験に

合格しJACIC理事長に手続申請することにより、JACIC

から登録証の交付を受ける必要があります。

2．登録状況
平成25～28年度の各資格の登録状況及び平成28年度末

での資格保有者数は、下表に示すとおりです。

RCE RCI 合計

平成25年度登録 100 785 885

平成26年度登録 74 677 751

平成27年度登録 93 731 824

平成28年度登録 85 873 958

平成28年度末の
資格保有者数 176 1,593 1,769

3．更新手続きの終了
CALS/EC資格試験は平成13年にスタートし、電子入

札や電子納品の取組みは進みました。本試験によって一

定の登録者を確保しましたが、近年、受験者数が減少し

たことから、当初の目的とした人材育成について一定の

役割を果たしたと判断して、資格試験は平成24年7月を

最後とし、平成25年度以降は更新手続きを継続し実施し

てきました。

また、本資格の登録有効期間は、これまで原則2年間

とし隔年の7～8月に登録申請を受け付け、同年の10月1

日から翌々年の9月30日までを有効期間としていました。

このような更新手続きでしたが、平成27年6月3日から、

以下のとおりに変更となりました。

（1）今後の登録更新では有効期限を設けず永久資格に

 　これまで2年ごとに登録更新を行っていただきまし

たが、資格試験終了後3年を経過し少なくとも2回目の

登録更新となることから、電子入札や電子納品につい

ての一定の知識が定着したと判断し、平成27年度以降

の登録更新では有効期限を設けていません。これに伴

い、登録更新で交付する登録証には有効期限は記載さ

れません。また、携帯登録証には有効期限・所属会社

名は記載されません。

（2）�新規登録・復活登録の受付は、平成28年6月30

日をもって終了

 　新規登録（過去の試験合格者で登録を一度も受けた

ことがない方が対象）及び復活登録（登録期間が過ぎ

ている方が対象）はこれまで常時受け付けていました

が、平成28年6月30日で受付を終了しております。

（3）�登録証の再交付・変更の受付は、平成29年9月30

日をもって終了

 　（1），（2）の変更に伴い、登録証の発行は平成29年10

月1日付で最後となります。そのため、登録証の再交付・

変更の受付は平成29年9月30日までとなります。なお、

登録証明願は引き続き常時受け付け、登録証明書を発

行します（有効期限の無い登録の場合には、登録証明

書に所属会社名は記載しません）。

4．平成29年度更新手続き
　平成29年度における資格更新手続きの受付は、平成

29年7月1日から平成29年8月31日です。

平成29年度の登録のご案内については、6月中旬頃か

らJACICのホームページにCALS/EC資格制度専用の

ホームページを設けて掲載しますので、そこでご確認く

ださい。

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

なお、登録更新手続きは、インターネットによる

CALS/EC資格申請システムにより申請できますので、

ご利用ください。

その他、登録の手続きスケジュール等ご不明な点があ

りましたら、CALS/EC資格制度事務局あてメール

（calsecshikaku@jacic.or.jp）にてお問い合わせください。

（研究開発部　次長　徳重政志）
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北海道地方センターは、全道179の市町村を担当地域

として、コリンズ・テクリスやPhotog-CAD、電子入札

コアシステム、建設副産物、RCCM資格試験準備講習会

等の広報活動を行っています。平成28年度の主な活動報

告や、平成29年度の活動予定を紹介します。

■コリンズ・テクリス
□コリンズ検索システムの普及活動

北海道の全179市町村を対象に、導入済み市町村への

フォローアップやシステム未導入市町村への普及・利用

拡大に向けた取り組みを実施しています。

■建設副産物
□北海道地方建設副産物技術講習会の開催

平成29年2月20日（月）に、「北海道地方建設副産物対

策連絡協議会」主催の建設副産物講習会に参加し、

JACICから建設現場等で発生する建設副産物の有効利用

や提出書類作成の省力化を支援することを目的とした、

「建設副産物・建設発生土情報交換システム」に関する

仕組みから導入のメリットについて解説しました。また、

JACICの業務と情報サービス全般について紹介しまし

た。　

■電子入札コアシステム
□北海道地方コアシステムブロック会議の開催予定

平成29年6月23日（金）に、「平成29年度北海道地方コ

アシステム連絡会議」を札幌市内で開催の予定です。

事務局からの情報提供や「新たな自治体情報セキュリ

ティ対策の抜本的強化」に向けた対応状況等や、各団体

の現在の課題・改善要望などの情報交換を行い、電子入

札コアシステムの機能向上や今後の運用について意見交

換を行う予定です。

■RCCM資格試験受験準備講習会の予定
JACICでは、シビルコンサルティングマネージャ

（RCCM）の資格試験に先立ち、設計業務等の最近の課

題や施策を解説するとともに、RCCM資格試験のための

受験準備講習会を7月28日（金）、札幌市の北海道経済セ

ンターに於いて開催の予定です。

平成28年度の合格者の発表は平成29年3月1日（水）に

建設コンサルタンツ協会から発表があり､ 札幌会場の合

格率は35,4%と全国の34,7%を若干上回りました。

■広報活動
□�JACICセミナー札幌「CIMをめぐる展開～ICTの進展
とCIMの標準化～」の開催
JACICセミナー札幌は、平成28年10月5日（火）に東京

で行われたセミナーの同時配信にて、同時刻に札幌会場

で開催し、86名が参加しました。

□ICT活用施工連絡会（情報化施工）
北海道開発局が主導して立ち上げ、開発局や道庁、寒

地土木、ゼネコン等の産、官、学の集まりで構成してお

ります。JACICも事務局員として参加しており、平成29

年度の活動内容は情報化施工を主なテーマとして、講習

会、セミナー、シンポジウム等の開催を予定しています。

（北海道地方センター長　草開良視）

北海道地方センター活動報告
地方便り

建設副産物技術講習会の様子

JACICセミナー札幌会場の様子
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JACICでは、平成29年度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。お早めにお
申し込みください。詳細については以下のとおりです。

● 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29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：�10,285円（税抜き価格9,524円）テキスト代込、
昼食含まず。

● 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
け付けておりません。申込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29年6月1日（木）～平成29年7月10日（月）  
 ※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（JACIC）  
　　　RCCM資格試験受験準備講習会事務局  
　　　〒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
において平成29年11月12日（日）に実施される予定です。
�　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を参照し
てください。
　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

平成29年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内

表-1　平成29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 7/28（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 7/27（木） AER 5 階 仙台市情報・産業プラザ  ネ！ットU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 7/25（火） 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 8/04（金） 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 7/28（金） 新潟ユニゾンプラザ 新潟市中央区上所 2-2-2 025-281-5511 100
6 名古屋 8/09（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 8/02（水） 大阪 YMCA 国際文化センター 大阪市西区土佐堀 1-5-6 06-6441-0893 300
8 広　島 8/01（火） メルパルク HIROSHIMA 広島市中区基町 6-36 082-222-8501 150
9 高　松 8/03（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 8/08（火） 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 8/03（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。

表-2　講習会のプログラム
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 ～ 15：40 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）
15：40 ～ 16：00 RCCM資格試験受験準備について JACIC 担当者

注） 1．沖縄会場での「業務管理技術研究会委員」の講習は、ビデオによる講習となります。  
2．上記講師については、都合により変更する場合があります。

（経営企画部　上席参事　宮﨑　豊）
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