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土木学会の国際会議創設をJACICがサポート
─  土木建築情報学国際会議（ICCBEI）の創設  ─

ニュースと解説

JACICでは平成18年以来、アジア各国の建設ITに関

わるキーパーソンを招待し、1）建設産業におけるITの

現在の利用と課題、2）建設産業のためのIT政策の現状

と課題、3）建設産業におけるIT利用の将来像、4）IT

に関連する技術開発や技術政策のあるべき方向などを議

論するアジア建設IT円卓会議を土木学会と共同で運営

してきました。平成24年8月4日に東京で開催された第8回

アジア建設IT円卓会議において、会議を発展的に解消

し、土木学会土木情報学委員会を中心に、新たな国際会

議を創設することが決定されました。新たな国際会議の

名称は、土木建築情報学国際会議（ICCBEI：International 

Conference on Civil and Building Engineering Informatics）

とすることとし、運営組織としてアジア建設情報学グ

ル ー プ（AGCEI：Asian Group for Civil Engineering 

Informatics、会長；矢吹信喜大阪大学教授）が設立されま

した。この会議は隔年で開催されるICCCBE（International 

Conference on Computing in Civil and Building 

Engineering「土木・建築工学におけるコンピュータの

活用に関する国際会議」）の中間年にアジア地域を中心

に国際会議を開催することで、地域の研究者に研究発表、

情報交換の場を提供し、アジア地域からこの分野の発展

に貢献していこうというものですが、世界中から参加し

ていただくことを期待していますのでアジアという言葉

は入っていません。

ICCCBEが西暦の偶数年であることから奇数年に隔年

で開催することとなりました。第1回会議（ICCBEI2013）

は、東京で開催されることとなりました。JACICは、こ

の国際会議をサポートするため、JACICセッションを会

議内で開催することを提案し、認められました。

ICCBEI設立に向けた討議の模様

現在、平成25年11月7日、8日に東京国際交流センター

（プラザ平成）において開催予定の第1回会議開催に向け

て準備が進んでおり、JACICとしてもJACICセッション

の準備を進める傍ら、職員による研究発表の準備、関係

する企業、団体への参加呼びかけなどを行っております。

土木情報学に関連する幅広い分野をカバーする国際学

会に日本国内で参加できる良い機会ですので、ぜひ参加

を検討されてはいかがでしょうか。

関連ウエッブサイト

http://www.iccbei.com

http://committees.jsce.or.jp/cceips/

（国際PTリーダー　海津優）

http://www.iccbei.com
http://committees.jsce.or.jp/cceips/
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　平成24年11月11日（日）に実施された平成24年度の
RCCM資格試験の結果が、平成25年3月1日（金）に（一
社）建設コンサルタンツ協会から発表されました。
　受験者数は6,491名と昨年比で約4%減少しています。
合格者数は1,014名と昨年比で約53%減少しています。合
格率は15.6%で昨年より約16%低くなっています。平成3
年度から平成23年度までの平均合格率が約41%ですの
で、大幅に低い合格率になっています。
　受験者数が最も多かったのは道路部門で1,604名、最
も少なかったのは廃棄物部門で14名、新設されて4回目
となる建設情報部門は118名でした。合格率が最も低かっ
たのは建設情報部門で5.9％、最も高かったのは廃棄物
部門で42.9%、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積で合計46,617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。

（経営企画部　参事　福島康博）

　平成25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/

●開催地・開催日・会場：下表参照
●受講料：10,000円（税込、テキスト代込、昼食代除く）
● 講習会の問い合わせ先：（一財）日本建設情報総合センター
　RCCM講習会事務局（Tel.03-3584-2404）
● 試験の問い合わせ先：（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）

（経営企画部　参事　福島康博）

平成24年度RCCM資格試験合格発表

平成25年度RCCM資格試験受験準備講習会の実施

部門名 受験者数 合格者数 合格率
河川、砂防及び海岸・海洋 943 134 14.2
港湾及び空港 149 14 9.4
電力土木 27 7 25.9
道路 1,604 214 13.3
鉄道 44 11 25.0
上水道及び工業用水道 305 56 18.4
下水道 389 44 11.3
農業土木 273 35 12.8
森林土木 157 27 17.2
造園 63 9 14.3
都市計画及び地方計画 260 51 19.6
地質 157 35 22.3
土質及び基礎 472 61 12.9
鋼構造及びコンクリート 676 127 18.8
トンネル 56 11 19.6
施工計画、施工設備及び積算 348 73 21.0
建設環境 233 41 17.6
機械 15 2 13.3
水産土木 34 13 38.2
電気電子 154 36 23.4
廃棄物 14 6 42.9
建設情報 118 7 5.9

合　　計 6,491 1,014 15.6

平成25年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場

部門別合格者数

№ 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 011-231-1122 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 300
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

http://www.jacic.or.jp/jacic-hp/exam_sche_result
http://www.jacic.or.jp/
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研究助成事業成果報告（その3）
センサ情報の標準化及び利活用に関する研究

日本大学　理工学部
社会交通工学科　教授　佐田　達典

1.　研究目的
土木分野におけるセンサの利用は施工、維持管理を行
う上で重要な位置を占めている。しかしながら、土木分
野に特有の要求仕様が個別のセンサに十分反映されてい
ない、データの通信や処理の標準化がなされていない、
市場性が明確でないため土木分野に必要とされるセンサ
が安価に供給されていない、などの課題がある。これら
は利用者からメーカに対する情報発信が十分でないこ
と、利用者にとっても業務に必要なセンサの技術情報を
的確に収集することは容易でないこと、等に起因してい
ると考えられる。本研究では、土木分野に特有の要求仕
様、センサデータの標準化、費用対効果、市場性に関す
る調査・検討を行い、①センサに関する情報提供サイト
の構築・運営を行うとともに、②センサ利用の標準化を
目標とした利用指針の策定、③センサを活用することに
よる構造物の予防保全的な管理の提案を目的とする。

2.　研究手順
本研究は土木学会土木情報学委員会（旧情報利用技術
委員会）センサ利用技術小委員会の活動と連携して行っ
た。同小委員会が主催する研究討論会、シンポジウム、
現場見学会等を通じて土木分野に特有の要求仕様、セン
サデータの標準化、費用対効果、市場性に関する議論と
調査、検討を行った。これらの結果を踏まえ、次の手順
で研究を実施した。
①�センサに関する情報提供サイトの構築について同小委
員会内でWGを設けて議論を行い、コンセプト、内容
を設定した上で、設計、構築、試行を行った。
②�センサ利用の標準化を目標とした利用指針の策定は、
上記の調査を受けて同小委員会内で目次の検討の後、
分担して作成した。
③�センサを活用することによる構造物の予防保全的な管
理の方法を同小委員会内で議論し研究討論会で提案を
行った。

3.　研究成果
①センサに関する情報提供サイトの構築
名称を「土木分野におけるセンサ利活用ポータルサイ

ト」として設計、構築を行った。ただし、当面、試行版
とし河川分野で作成した。土木技術者向けにセンサ技術
利用の便宜を図るために、センサの検索、使い方や技術
等について紹介すること、また、ユーザからセンサメー
カへニーズを伝える場として、さらにメーカからユーザ
へ製品・技術情報を紹介する場として、相互交流の場を
提供することを目的としている。センサ検索、センサ技
術情報・利用事例・技術基準の提供、掲示板、センサへ
の要求仕様掲載等の機能を有している。
②センサ利用の標準化に向けた利用指針策定
「センサ高度利用ガイドライン―センサ利用の標準化
に向けて―」の策定を行った。第1章「土木分野におけ
るセンサ利用の現状」、第2章「なぜ標準化が必要か」、
第3章「標準化の内容」、第4章「今後のガイドライン策定」
で構成している。平成24年度内に公表する予定である。
③センサ活用による予防保全的管理の提案
維持管理段階において高度なセンサ利用技術を活用し
て土木構造物の長期的な情報の収集・共有・利用を図る
「維持管理CALS」を平成22年度土木学会全国大会研究
討論会で提案した。引き続き平成23年度土木学会全国大
会研究討論会においてもテーマとして設定し議論した。

4.　研究成果の活用
センサ利活用ポータルサイトは試行版を完成させた
が、今後はデータ入力に際しての利用規約の整備を進め
るとともに、利用者側の視点に立った検討を進め、本格
運用に向けた活動を予定している。さらにセンサ高度利
用ガイドラインは公表して活用を図るとともに、広く意
見を募り順次改訂をしていく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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24年度に
は12件の研究報告があり平成24年11月に「第10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）

JACIC便り

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html
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情報セキュリティへの脅威（5）
～スマートフォンへの脅威～

1.　はじめに
�情報セキュリティにおける脅威として、第1回は、「人」
が起こしてしまう情報漏洩の脅威等、第2回は、物理的
条件の脅威のうち大雨や地震等の自然災害や事故等、第
3回は、技術的条件の脅威として各種サイバー攻撃
（DDoS攻撃、スパイウエアー、ボット、標的型攻撃等）
の中で標的型攻撃、第4回は、DoS攻撃、DDoS攻撃を掲
載しました。今回は、スマートフォンへの脅威について
説明します。

2.　スマートフォンへの攻撃
今やスマートフォンは従来の携帯電話より普及し、従
来の携帯電話は、ガラパゴス携帯と呼ばれるようになっ
ています。スマートフォンの爆発的に普及した理由は、
利用者が自由にアプリケーションをインストールした
り、Webサイトにアクセスできたり、色々なアプリケー
ションをダウンロードできることなどです。反面、ス
マートフォンの利用者は、パソコンの利用者と同様に、
コンピュータウイルスによる被害に遭う可能性がありま
す。それだけではなく、置き忘れ、盗難等の人的脅威や
破損等の物理的脅威も伴っています。

3.　ウイルスからの脅威と対策
スマートフォンには、AndroidというOSを採用して
いる機種が多くあります。このAndroidを狙った危険性
の高いウイルスが発見され利用者が被害に遭う可能性が
高まりました。
スマートフォンにおよぼすウイルスの代表的な脅威を
以下に示します。
・�動画再生アプリに見せかけたマルウェアで、有料メッ
セージサービスを勝手に利用される。
・�感染すると、端末IDなどの情報を外部サーバに送信
されてしまう。
・�オンラインバンキングのユーザー情報が盗み取られて
しまう。
　スマートフォンのウイルス対策は、パソコンのセキュ
リティ対策と同じです。対策を下記に示します。

・�ワクチンソフトをインストールし、パターンファイル
を最新にすることです。
・怪しげなWebサイトを見に行かない。
・安易な勧誘メールに返事をしない。

4.　盗難、紛失の脅威と対策
スマートフォンの盗難・紛失は、モバイルパソコンの
盗難・紛失と同じくらい重大な問題です。
なぜなら、スマートフォンは、便利な代物だけに、自
分自身のお財布機能、蓄積された映像や画像データ、自
分自身で購入した動画や音楽やアプリケーションデー
タ、アドレス帳のような友人の情報、さらには企業活動
で得た情報（顧客情報や営業情報）等を蓄積した電子記
憶媒体であるといえるからです。当然のことですが、無
くなれば、情報漏えいの恐れがあるわけです。
さらに、盗難･紛失により発生する不正使用も考えら
れます。自分が使っていないのに使用料や有償アプリの
購入代金が請求される金銭トラブルも利用者にとっての
脅威と言えます。
盗難・紛失の対策を下記に示します。
・パスワードによるデバイスのロックを行います。
・�重要な情報を格納（保存）するならば、データの暗号
化対策（アプリ）を行います。
・�大事なデータはスマートフォンとは別の場所（例えば、
PCを通じて外部記憶媒体等）にバックアップを取り
ます。
もはや、スマートフォンの機能は、モバイルパソコン
と同等になってきて、様々な用途に利用できます。又そ
れにより、色々な脅威が存在します。スマートフォンに
対しての危機管理には、注意をしましょう。�

参考文献：「IPA（独立行政法人　情報処理推進機構）
　　　　　2012年度版情報セキュリティ白書」

（システムエンジニアリング部　参事　三宅基裕）
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　JACICホームページでは、JACICのシステム内にある

データを加工してから、公表しているものがあります。

　図1はJACICのホームページですが、丸でかこった部

分「JACICデータから読む」をクリックすると、「JACIC

データから読み取れる建設事情について」のページが出

てきます。（図2）そのページでは、毎月「コリンズ登録

工事の契約合計額の数字」を公表しています。これは、

コリンズ・テクリスシステムの中から副次的に得られた

データの一部です。このデータが日本全体の公共工事を

かなり正確に捉えていることは、過去のJACICnews�記

事でも論証されております。（平成24年12月号から連載

の「公共事業関係費等に対するJACICコリンズデータの

指標性」建設情報研究所首席研究員鈴木興道　著　

http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/pdf/　jn283.

pdf）　

図1　JACICトップページ

　このコリンズ登録の契約額の合計に関して月別のグラ

フを表したものが、図3です。このグラフは前月のデー

タをいち早く出せるように、毎月7日までに更新してい

ます。これは公共工事に関する他のどのデータよりも早

く公表される数字になっています。是非一度ごらんいた

だきたいと思います。

http://www.jacic.or.jp/jacicdata/index.html�

JACICホームページに登場「JACICデータから読む」

図3　全国の契約額合計の月別推移グラフ

全国コリンズ（工事実績）（月別契約額）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 月平均

億

月
契
約
額
（
億
円
）

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度

図2　�「JACICデータから読み取れる建設事情について」
のページ

JACICデータより

http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/pdf/jn283.pdf
http://www.jacic.or.jp/jacicdata/index.html
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地方便り

九州地方センターは九州・沖縄8県を担当地域として、
コリンズ・テクリスを始め、土木積算システム、電子入
札コアシステム、建設副産物・発生土、Photog-CAD、
調査受託業務の支援とその他の広報活動を行っていま
す。主な活動報告と活動予定を紹介します。

■コリンズ・テクリス（市町村導入状況）
□コリンズ検索システムの利用状況
平成25年2月現在、九州の全274市町村のうち、約43％

（うち村と離島を除くと約52％）でweb版の検索システ
ムが利用されています。その内訳は政令市を除く市レベ
ルで68％、町レベルで25％となっています。
□テクリス検索システムの利用状況
平成25年2月現在、九州の市町村23％（うち村と離島
を除くと約30％）でweb版の検索システムを利用されて
います。その内訳は政令市を除く市レベルで約40％、町
レベルが14％となっています。
□コリンズ・テクリス検索システム説明会
平成24年10月18日（木）に「公共工事の品質確保に関
する九州連絡協議会」鹿児島部会（鹿児島県内全ての市
町村が参加）の中でコリンズ・テクリス検索システムの
説明会を行いました。
□コリンズ・テクリス検索システムの個別説明会開催
九州南部等の未導入な市町村（宮崎県・鹿児島県・沖
縄県の12市町村）に対して、コリンズ・テクリス検索シス
テムの特徴、意義、操作性を理解し導入して頂くために、
デモ及び説明会を各市町村に個別訪問して行いました。

■積算システム（施工パッケージ型積算方式）
□施工パッケージ型積算方式移行計画等の情報交換
地方自治体向け施工パッケージ型積算方式の説明会を
8月に行った内容が、各地方自治体（県・政令市）担当
部局の担当者がどの程度を理解されているか、今後の移
行計画をどの様に考えられているかを把握するため、ま
た、JACICが開発している地方自治体向け施工パッケー
ジ型積算方式の説明等を行うため各地方自治体担当部局
の担当者との情報交換を10月～1月にかけて行いました。
（5県・3政令市）

■「土木の日ファミリフェスタ2012」出展
平成24年10月21日（日）に海の中道海浜公園で開催さ
れた「土木の日ファミリフェスタ2012」に体験版電子入
札システムを出展しました。
当日は、天気が良く大勢の家族連れが来場され、各出
展ブースもお客さんで一杯でした。もちろんJACICの
ブースもお客さんが列をなし、600人程度の方が電子入
札ゲームを体験されました。

■「九州建設技術フォーラム2012 in 福岡」出展
平成24年10月31日（水）に福岡国際会議場で開催され
ました「九州建設技術フォーラム2012� in� 福岡」に
「Photog-CAD」と「建設副産物・建設発生土情報交換
システム」を出展し、「建設副産物・建設発生土情報交
換システム」のプレゼンテーションを行いました。
当日は1,700人以上の来場者があり盛況でした。また、
JACICブースへの訪問者は30名程で熱心に説明を受けら
れていました。

■Photog-CAD（災害復旧効率化支援システム）
□熊本市（導入者）に対する講習会の開催
平成25年1月17日に熊本市の災害担当者（現場技術者）
向けの講習会を開催しました。
講習会では、災害復旧工事の概要・Photog-CADの概要・
写真撮影技法の説明・模擬現地調査（熊本城の石垣で撮
影）・演習（Photog-CADのインストール・3Dモデル作成・
横断図の作成・査定設計書/野帳の作成・容量計算）と
全ての基本操作を説明しました。今後は、さらに慣れて
いただき実践での利用を図られることを期待しています。

□�「九州地方整備局・九州８県・政令市」災害担当者に
対する説明会の開催
平成25年1月18日に鹿児島県主催で「九州ブロック災
害担当者会議」が開催され、その会議の一部として
Photog-CAD講習会を行いました。講習会では、Photog-
CADの概要・演習（Photog-CADのインストール・3D
モデル作成等）を説明しました。

　　　　　　　（九州地方センター長　日吉信介）

九州地方センター活動報告
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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

国土交通省電子入札システムは
JRE7.0に対応していますか。

平成25年3月26日、国土交通省電子入札システムでは応札者端末の稼働環境にJRE7.0�
Update15（JRE1.7.0_15）を追加いたしました。
OS、ブラウザの組み合わせ等についてはe-BISCセンターホームページの「電子入札稼働環
境」（http://www.e-bisc.go.jp/environment.html）をご確認ください。
なお、実際のご利用にあたってはICカード購入先（ご利用の認証局）が配布する電子入札
専用ソフトウェアがJRE7.0に対応していることが必要です。4月中旬には各民間認証局の対
応が完了する見込みですが、対応時期等の詳細についてはご利用の認証局にご確認ください。

電子入札システムの画面で時
刻が表示されません。

端末の動作が不安定になっているか、使用している端末が電子入札稼働環境を満たしてい
ないことが考えられます。ブラウザ及びJavaのキャッシュクリア（一時ファイル消去）を行
い、ブラウザを再起動してから再操作をお試しください。現象が改善しない場合は、e-BISC
センターホームページの「電子入札稼働環境」（http://www.e-bisc.go.jp/environment.html）
にて端末環境をご確認ください。
なお、端末の動作や環境に問題が無い場合は、認証局が提供している電子入札専用ソフト
及び環境設定ツールのインストールや設定等が正常に行われていない可能性があります。
この場合の対処方法についてはご利用の認証局にお問い合せください。

国土交通省電子入札

JACIC便り
JACIC情報108号の予告

　JACICでは、「JACIC情報」という機関誌を出して関係者に配布あるいは販売をしています。平成23年度までは年4回
の発行でしたが、平成24年度からは年2回の発行となっています。毎号「特集」という形のテーマを設けて記事を集め
編集しています。既に発行は100号を超えていますが、最近のバックナンバーは以下のようなものです。

 第107号　特集「クラウドコンピューティングの現状」� 平成25年１月発行
� 第106号　特集「CALS/ECからCIMへ」� 平成24年７月発行
� 第105号　特集「東日本大震災」－１年が経過してー� 平成24年３月発行
� 第104号　特集「ロボット技術（ＲＴ）」� 平成24年１月発行

　次の第108号は、平成25年7月頃の発行となります。
　特集のテーマは「土木積算方式をめぐる最新の動向」（仮）です。国土交通省で平成24年度より始められているパッケー
ジ型積算方式について等、これまでに至る積算方式の経緯や周辺の情報、さらには自治体の意見などを纏める予定です。
　これまでJACIC情報を購読されていない方は、以下のホームページでもご覧になれますし、定期購読も受け付けてお
ります。
 バックナンバー閲覧　　http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html　
 定期購読の申し込み　　http://www.jacic.or.jp/books/　

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