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平成27年1月23日（金）に平成26年度電子入札コアシ
ステム利用者会議・特別会員会議（以後「利用者会議・
特別会員会議」という）を日本青年館ホテルにおいて開
催しましたので報告します。

1.　会議の位置づけ
JACICは、電子入札コアシステム（以後「コアシステ

ム」という）に関する情報提供と意見交換を行う会議と
して、利用者会議・特別会員会議を年1回開催しています。

本会議は、電子入札コアシステム開発コンソーシアム
の会員（正会員、賛助会員、特別会員）及び業界団体を
対象とした会議です。

会議の様子

2.　会議概要
本会議では、コアシステムを利用している発注者及び

受注者の意見・要望を幅広く拝聴するとともに、コアシ
ステム事業の事業改善方針の状況報告、及びコアシステ
ムに関する情報提供等を行いました。
1）コアシステム事業の状況

事業改善方針の状況については、表のとおり報告し、
事業改善方針の対応状況をふまえて事業改善方針の改定
を行いました。

また、コアシステムV6のリリースに伴う現行のコア
システムのサポート期間変更等及び新しい料金設定等に
ついて説明しました。
2）JRE8対応について

コアシステムを利用する際に、クライアントパソコン
で必要となるJRE（Java Runtime Environment）の最
新版となるJRE8の動作確認を実施し、JRE8の利用にあ
たり、入札に参加する発注機関の電子入札システムの

URLをJavaの「例外サイト・リスト」へ登録する必要
があることを説明しました。

3.　まとめ
本年も、97団体、総勢134名と多くの方々に参加いた

だき、活発な議論が行われました。
また、議題の他に、会議開催日の直前に発表された新

OSのWindows10や新ブラウザ等に関する意見があり、
情報交換が行われるとともに、コアシステムにおける
Windows10の早期対応の要望がありました。

今後は、コアシステムV6の開発を進めるとともに、
Windows10の対応検討や暗号アルゴリズムの新暗号へ
の完全移行対応等、利用者の皆様における電子入札シス
テムの円滑な運用等に向けたサポートを引き続き行って
まいります。

表　新しい事業改善方針

（システムエンジニアリング部　参事　菊地　修）

『平成26年度電子入札コアシステム利用者会議・特別会員会議』の開催
ニュースと解説

事業改善方針（改定）
H27.1.23

1）コアシステム機能の充実
引き続き、平成28年3月末に予定しているコアシステムV6のリリー
スに向けた設計及び開発を行う。
また、利用団体より収集した要望のうちV6で採用されなかった要
望、今後新たに発生する要望等について、V6後のコアシステムの
機能の充実に向け、順次対応を検討する。
2）処理速度等の性能向上
処理速度の改善方針については、費用対効果を考慮しつつ引き続き
実現性等の検討を行う。
3）料金体系等
小規模利用のお客様の電子入札利用促進、共同利用参加市町村の要
望対応、コアシステム開発費用の負担の公平性の確保の観点から以
下の対応を行う。
①少額利用特例料金に、新たな料金区分を設ける。（H27対応）
②JACICが共同利用参加市町村から直接問合せを受けるサービスを
平成27年度に試行する。（H27対応）
③V6で電子入札コアシステムを初めて利用されるお客様を対象と
した新たな料金を設ける。（H28対応）

また、コアシステムV6リリース後の料金について、引き続き、保
守業務の効率化による保守費用の縮減とともに、電子入札コアシス
テムサービス開始時からの経緯や電子入札コアシステム利用状況の
変化を踏まえ、機能と負担の関係やお客様間の負担の公平性等の観
点から総合的な検討を行う。
4）情報セキュリティの強化
セキュリティ対応について、随時、調査・検討・動作確認等を実施し、
コアシステムの安定稼働のために利用団体への情報提供を実施する。
また、暗号アルゴリズム移行について、新暗号への完全切り替え
（フェーズ3）に向け、サポートを継続していく。
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平成27年1月30日（金）に、弊財団が運営するコリンズ・
テクリス（工事・業務実績情報システム）に関して、利
用者（発注者、受注者）からの意見・要望を拝聴し今後
のシステム改良等に反映する、「平成26年度コリンズ・
テクリス利用者会議」を開催しました。
会議では、コリンズ・テクリスの改良等の進捗状況、
事前に行った利用者意見募集（アンケート調査）結果を
報告するとともに、コリンズ・テクリスのバージョンアッ
プに関する基本方針等を説明し、意見交換を行いました。

1．参加者
（1）発注者：国、地方公共団体
（2�）受注者：建設業関係団体、建設コンサルタント関係
団体、測量設計業関係団体及び地質調査業関係団体

2．利用者アンケート結果
（1）期間

発注者：平成26年12月8日（月）～22日（月）
受注者：平成26年12月3日（水）～22日（月）

（2）対象：システムを利用している公共発注機関及び企業
（3�）項目：システム全体の満足度、システム運営の満足
度、システム見直しの方向性及び自由意見等

（4）回答数：発注者299、受注者888
（5）主な結果
①システム全体の満足度
コリンズ・テクリスに関する全般的な満足度につい
てお聴きしたところ、発注者、受注者とも平成25年度
より良い評価をいただきました。

図-1　システム全体の満足度（受注者・経年）

②発注者確認のオンライン化
現在の「登録内容確認のお願い」を持参し署名・押
印頂いている運用を、「オンライン化」（システム上で
登録内容を確認・承諾いただく運用）することについ
てお聴きしたところ、発注者、受注者とも概ね8割の
方から肯定的な回答をいただきました。

利用者会議の様子

図-2　発注者確認のオンライン化

3．コリンズ・テクリスのバージョンアップ
現在運用しているコリンズ・テクリスのハードウェア
更新時期を踏まえ、これまで対応しきれなかった課題に
対応しつつ、近年の情報通信技術の発展などを見据えた
バージョンアップに取り組むことを報告しました。
バージョンアップについては、現行のシステム構成を
基本としつつ、利用者の利便性向上、各種データの充実、
データの精度向上等を行うこととしています。

4．コリンズ・テクリスの当面の改良について
アンケート等で頂いたご意見・ご要望を踏まえた当面
の改良内容について報告しました。

表-1　当面の主な改良内容

当日の議事概要等は、http://www.jacic.or.jp/meeting/
coritec/index.htmlを参照ください。

5．今後の取り組み
利用者会議やアンケート調査でいただいたご意見・ご
要望を踏まえ、コリンズ・テクリスの更なる機能向上を
図ってまいります。

（コリンズ・テクリスセンター　参事　勘角俊介）

ニュースと解説

「平成26年度コリンズ・テクリス利用者会議」開催報告

http://www.jacic.or.jp/meeting/coritec/index.html
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この度、岩手県においてPhotog-CADによる災害査定
申請がなされました。記念すべき査定申請第1号です。
Photog-CADについては、2006年の開発以来、改良に
努め、2013年12月にVer.2をリリースして使い勝手を向
上するとともに、写真測量・CAD数量計算・査定申請
書作成を安全・安心、簡単に一貫して行えるソフトとし
て普及の取り組みを行っています。2014年6月には、災
害復旧事業の申請に関わる地方公共団体及び建設コンサ
ルタント、測量設計企業のバイブルともいうべき『平成
26年災害手帳』『災害査定添付写真の撮り方』（一般社団
法人全日本建設技術協会）に一般的留意事項として
「Photog-CADを利用することにより、ポール横断測量
の写真撮影が大幅に簡素化できる場合もあるため活用を
検討すること」と記載されました。

◆　申請内容と災害復旧事業の調査票
次の票は昨年、岩手県が行ったICTを活用した災害復
旧事業の調査票①②③です。

ICTを活用した災害復旧事業 調査票①

調査票①には、使った技術として「3D写真測量・UAV・
Photog-CAD」、使用理由として、「被災個所は、急傾斜で
露岩していることから作業に危険を伴うと判断されたため、
（中略）右岸からPhotog-CADとUAVによる写真測量を実
施した。」と記載されています。
また、評価及びメリットとして、次のとおりの記述が
あります（抜粋）。
＜評価＞
・危険箇所に入らず横断測量が可能
・3次元モデル作成により任意断面の検討も可能

＜メリット＞
・�3次元の地形情報があるため、法面形状の被災状況
を把握でき、効率よく計画できた。
・�3次元モデルによる断面図等を活用し、事業説明の
効率化が図られた。

ICTを活用した災害復旧事業 調査票②③

◆　現地調査3次元地形モデルと横断線の取得
次の図は、Photog-CADによる実際に処理作成された
3次元地形モデルと横断線です。誰もがデジカメで写真
を取り込み、3次元地形モデルを容易に作成できます。

Photog-CAD写真測量による現地調査処理結果

◆　更なる利用拡大による地方公共団体の支援
今後、更なる利用拡大により、災害時に繁忙をきわめ
る地方公共団体の災害査定申請の効率化を引き続き推進
するとともに、平常時においてもPhotog-CADの機能の
応用によるインフラの維持・修繕業務等の効率化支援を、
利用者の皆様のご理解とご協力をいただきながら進めて
いきますのでよろしくお願いいたします。

（システムエンジニアリング部　宮本勝則）

Photog-CADによる災害査定の申請第1号
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JACICの電子入札施設管理センター（以下、「e-BISC
センター」）では、2008年2月19日に、情報セキュリティ
マネジメントシステム（ISMS）[JIS�Q�27001：2006（ISO/
IEC�27001：2005）］の認証を取得しました。
2013年10月1日に、ISO/IEC�27001：2013が発行され、

2014年3月20日に、JIS�Q�27001：2014が発行されたこと
によって、e-BISCセンターでは、新しいISMSへの移行
の準備をするとともに、ISMS認証基準に沿った情報セ
キュリティの確保に努めてまいりました。
今回、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）
[JIS�Q�27001：2014（ISO/IEC�27001：2013）］への移行が
完了しました。
JACICで取得している品質マネジメントシステム

（QMS）に先駆けて、e-BISCセンターでは、「ISOガイ
ド83」に従ったマネジメントシステムで運用しています。

◆ISOガイド83
今後、すべてのISOは原則、ISOガイド83に従って開
発されることになったため、規格の構造は、次の章立て
で構成されることになります。

1．適用範囲
2．引用規格
3．用語及び定義
4．組織の状況
5．リーダシップ
6．計画
7．支援
8．運用
9．パフォーマンス評価
10．改善
原則的に、すべてのマネジメントシステムにリスクの
概念が導入され、リスクマネジメントの国際規格
ISO31000の概念がベースとなってきます。

◆e-BISCセンター
e-BISCセンターは、国土交通省における電子入札の
円滑な実施を支援するために、JACICに設置された専門
組織です。
e-BISCセンターでは、2001年の発足以来、電子入札
に関わるシステムの保守管理と運用支援の立場から情報
セキュリティの確保に努めていました。
2006年にISMS認証基準がJIS規格化されたことを契機
に、このISMSの仕組みを利用し、情報セキュリティの
確保に努めています。

◆ISMSの基本方針
e-BISCセンターはISMSの主たる目的を次のとおりと
しています。
・�円滑な業務遂行が可能となる情報の基盤を確立する
と共に情報セキュリティ事故を未然に防止すること。
・�万一情報セキュリティ事故が発生した場合における
被害の最小化及び迅速な復旧と同種事故の再発を防
止すること。

また、e-BISCセンターでは情報セキュリティに留意
すべき三要素（機密性・完全性・可用性）をキーワード
とした基本方針の宣言を行っています。

情報セキュリティ基本方針（要旨）

e-BISCセンターでは、システムの安定稼働を目的
とした機器類の保守管理業務、システム利用者に対
して操作面での支援を行うヘルプデスク業務、及び
システム運用の実務に関する国土交通省との調整業
務を実施しています。
e-BISCセンターは、保守管理業務においては情報
に求められる「機密性」「完全性」「可用性」のすべ
てをヘルプデスク業務においては問い合わせ等に迅
速かつ正確に対応するための「完全性」「可用性」
及び、利用者情報に係る「機密性」をシステム運用
の実務に関する調整業務においては取り扱う各種情
報に関する「機密性」「完全性」の確保をそれぞれ
重点においた情報セキュリティマネジメントシステ
ムを構築しています。
e-BISCセンターは、併せて情報セキュリティイン
シデントの予防と継続的な情報セキュリティの向上
に努めることを宣言します。

2014年9月8日
一般財団法人　日本建設情報総合センター　

理事長　　　門　松　　　武

機密性
（confidentiality）

＝　�認可されていない者に対して情報を
使用不可または非公開にする特性。

完全性
（integrity）

＝　�資産（情報）の正確さ及び完全さ
を保護する特性。

可用性
（availability）

＝　�認可された者が要求したときにア
クセス及び使用が可能である特性。

（電子入札施設管理センター　参事　藤森　修）

情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）
［JIS Q 27001：2014（ISO/IEC 27001：
2013）］移行完了
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第30回�社会基盤情報標準化委員会（委員長：柴崎亮

介�東京大学空間情報科学研究センター教授、事務局：

JACIC）が平成27年1月16日（金）に開催され、小委員会

活動の中間報告が行われました。また、特別委員会の設

置について議論がなされ、承認されました。

委員会開催の様子（於 乃木會館）

1．2014年度小委員会活動の中間報告
2014年度の社会基盤情報標準化委員会では6つの小委

員会が設置され、小委員会ごとに設定されたテーマの検

討が進められています。

社会基盤情報標準化委員会
◎委員長：柴崎 亮介 (東京大学教授)

ボーリング柱状図標準化小委員会
○小委員長：　福江 正治 (東海大学)

CIMにおける情報共有技術と標準検討小委員会
○小委員長：　古屋 弘 (大林組)

幹事会
社会資本維持管理の電子化小委員会

○小委員長：　高木 方隆 (高知工科大学)

地形を対象とした3次元製図基準検討小委員会
○小委員長：　窪田 諭 (関西大学)

社会基盤COBie検討小委員会
○小委員長：　藤澤 泰雄 (八千代エンジニヤリング)

サステナブル電子納品検討小委員会
○小委員長：　関本 義秀 (東京大学)

社会基盤情報標準化委員会組織図

（1）ボーリング柱状図標準化小委員会
これまでの活動で「ボーリング柱状図作成要領（案）解

説書」の改定原案の作成・取りまとめがほぼ完了し、コ

ア写真の規定内容の見直しや、柱状図の標題欄の共通化

を盛り込むことができました。現在は英文化作業を進め

ています。

（2）CIMにおける情報共有技術と標準検討小委員会
道路建設プロジェクトにおけるデータとその流通を分

析・整理し、小委員会提案モデルとしてとりまとめまし

た。bulidingSMARTおよび国内発注機関・関連機関へ

の成果提出を準備しています。

（3）社会資本維持管理の電子化小委員会
橋梁の定期点検時における入力管理用アプリの開発

や、県職員による現場での利用検証結果を踏まえ、橋梁

点検データベースにおいて電子化に必要な項目を提案し

ました。また、橋梁台帳と橋梁点検データベースの連携

を実現しました。

（4）社会基盤COBie検討小委員会
建設事業の最終段階である維持管理フェーズにおける

3次元プロダクトモデルの利用促進を目指し、モデルに

関する情報交換の標準化（COBie）に関する検討を進め

ています。

（5）地形を対象とした3次元製図基準検討小委員会
3次元地形描画ガイドライン作成および3次元CADソ

フトによる検証を目的に活動を進めています。これまで

の活動で、既存の仕様調査やガイドライン構成項目の整

理が完了しています。

（6）サステナブル電子納品検討小委員会
電子納品データのサステナブルな流通環境の整備・実

証を目的に活動を進めています。現在は、地図およびタ

イムライン表示アプリ（TimeMapper）を利用した電子

納品データの活用法などを検討しています。

2．特別委員会の設置について
昨今のCIM技術の急速な進展の中で、3次元データの

交換における課題の整理や納品手順の見直しが必要に

なっています。このような背景のもと、3次元データ利

用のあり方を検討するため、標準化委員会直属の特別委

員会を設置することが決定しました。

今後、特別委員会の委員を選定し活動を開始します。

3．今後の予定
3月上旬より、2015年度の小委員会検討テーマ公募を

開始します。

次回の標準化委員会は平成27年6月30日（火）に開催し、

2014年度の小委員会活動成果に対する審議と2015年度の

小委員会検討テーマ選定を行う予定です。

○委員会HP：http://www.jacic.or.jp/hyojun/

（研究開発部　研究員　清水知子）

第30回「社会基盤情報標準化委員会」の開催
～2014年度小委員会活動の中間報告および特別委員会設置の承認～

http://www.jacic.or.jp/hyojun/


- ₆ -

2015.3月号

JACIC便り

異なる計測方法によるレーザ計測データを基とする
CIMのための3次元空間情報の整備手法に関する研究
アジア航測株式会社　総合研究所　技師長　住田英二

【研究目的】
様々な社会基盤設備の設計・施工・維持管理において
既にCALS/ECが導入され、電子化された空間情報の利
用が進められてきた。高精度なGNSS測位を伴う高密度
レーザ計測による3次元空間データを利用することで、
さらに効率的な利活用が見込まれる。
レーザ計測は航空機搭載型、地上据え置き型、車両に
よる移動計測型（MMS）などの方法があり、必要な計測
範囲とデータ密度により選択される。CIMで利用するた
めには、これらレーザ計測データを組み合わせることで
効果が得られると考えられるが、次の課題が想定される。
●�異なる方法により取得されたレーザ計測データを不整
合なく重ねる方法が未確立であること
●�構造物を計測する場合、データが高密度であっても必
要箇所のデータが得られないこと
本研究はこのような背景と課題を踏まえ、CIMに向けた
高密度3次元空間データの利活用について実証実験を行
うものである。
【研究手順】
CIMに活用する3次元データには、トータルステーショ
ンを用いた現地測量成果、航空レーザ計測データ、地上
レーザ計測データ等、複数の3次元データが考えられ、
今後3次元データを活用するためには、各データの結合
や設計・施工時への利用に関する検証が必要となる。
そこで3次元データの有効性を検証するために以下の
検討を行う。
①�計画・設計段階より施工・維持管理段階まで活用でき
る3次元データの整備を目的に、各種既存データを用
いた計測精度に関する比較検証を行い、各種データの
課題点を抽出する。
②�レーザ計測を利用する際の課題点として想定される構
造物端部（鋭角部）のデータ取得に関するフィールド
実験を行い、出来形計測に利用する際の課題を明らか
にするとともに対策方法について概略検討を行う。
③�上記実証実験の結果に基づき、今後CIMで活用可能な
レーザ計測方法について標準仕様を検討し、その概要
を取りまとめる。

【研究成果】
CIMモデル作成における構造物形状の抽出において
は、レーザ計測の方法によってメリットとデメリットが

あるため、計測対象によって方法を選択することが望ま
しい。本研究では、航空レーザ・地上レーザ・MMSそ
れぞれの計測方法のメリットとデメリットをまとめ、点
群データの疎密・色付け・反射強度によって構造物・地
形・道路形状の抽出に資する仕様作成の基礎を検討して、
最低必要な点群データ密度等の指針をまとめ、さらに構
造物形状の自動抽出を試みた。

【研究の新規性、研究成果の活用】
レーザ計測は効率的に詳細な3次元データを取得する
方法であるが、詳細であるほどデータ量が増大する。本
研究における検討は形状の正しさだけでなく、データの
運用コストも考慮したものであり、様々な社会基盤設備
の設計・施工・維持管理において効率的な利活用が見込
まれる。
地形形状、構造物形状に対し、それぞれの利用目的に
応じた、必要となる3次元計測データ仕様について検討
し、航空レーザ・地上レーザ・MMSそれぞれの特性に
も配慮して整理した。
さらに、構造物形状の自動抽出技術は、CIMモデルを
作成する上で今後重要な技術として位置づけられる。
本研究が、CIMモデル作成の基礎となるレーザ計測に
よる点群データ取得の指針作成の基礎研究となるものと
考える。

第12回成果報告会の資料から

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）

研究助成成果の概要（H26年度報告分　その2）

対象地物 対 点密度の関係イメージ図

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html
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四国地方センターにおける前回報告（平成26年6月）以
降の主な活動状況をご紹介します。

■コリンズ・テクリス
平成26年12月末現在の導入状況は、管内全95市町村の
うちコリンズで74%、テクリスでは52%の導入率で、訪
問活動の取組みもあって徐々に増加しています。品確法
の改正等による諸施策を支援することからも、普及促進
が期待されます。未導入の市町村には、試用サービスを
受けられることをお薦めしています。

■電子入札コアシステム
四国地方では、国の機関や4県と14市町村で運用して
いますが、市町村の普及率は管内全市町村の14％と低い
状況にあります。
7月1日には、「平成26年度四国地方ブロックコアユー
ザー会議」を高松市内で開催しました。各県、徳島市、
鳴門市、高松市、丸亀市、善通寺市、四国地方整備局の
電子入札担当者が出席し、システムの機能向上や今後の
運用、電子入札の有効性等について意見交換をいただき
ました。平成27年度も管内のユーザーの参加をお願いし
ます。

平成26年度四国地方ブロックコアユーザー会議

■Photog-CAD
Photog-CADについては、四国地方整備局、四国4県、市

町村などの行政を主体に普及促進活動を推進しています。
四国地方では平成26年8月の台風12号、11号等により、
約2,000箇所で土木施設の被災を受けました。このよう
な災害査定申請作業や被災箇所の調査等において、本ソ
フトを用いることにより、迅速かつ安全な作業が可能と
なります。また、災害のみならず今後の幅広い活用も期
待されています。講習会等のご希望があれば四国地方セ
ンターまでお問い合わせ下さい。

■RCCM資格試験受験準備講習会
平成26年度の講習会については、8月1日に高松会場と
して香川県土木建設会館で開催し、四国地方では99名の
方が申し込まれ受講されました。
講習会では建設コンサルタント業務の最近の課題、受
験準備について、講習会テキスト等に基づいての解説を
行いました。特に今年は、受験される方にとっては参考
となる新しい情報として、品確法の改正等の話題につい
ての説明を行っています。

平成26年度RCCM資格試験受験準備講習会

■建設技術フェア
10月10日～11日にサンポート高松で開催された「くら
しと技術の建設フェア四国2014in高松with土木学会100
周年」に出展しました。今回は、防災や老朽施設対策の
新技術等が85団体97ブースで展示され、両日で6,800人
の来場者がありました。
四国地方センターではPhotog-CAD、CIM等のパネルを
展示するとともに、PCを使用しての説明、CIM動画等も見
ていただきました。これらの技術については、ブースを訪れ
た多くの方に興味をもっていただき、情報発信ができました。
また、建設フェアの共催企画である学生招待にも協力
し、主催者から感謝状をいただいております。

くらしと技術の建設フェア四国2014in高松

（四国地方センター長　横山嘉夫）

四国地方センター活動報告
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JACICでは、4月に開催される国際会議「ICCBEI2015」
の中で行われる「JACICセッション」の聴講者を募集し
ています。その開催概要を説明させて頂きます。

1．国際会議ICCBEI2015とは
JACICnews12月号および2月号でも紹介しましたが、

来る平成27年4月23日（木）～24日（金）、International Con-
ference on Civil and Building Engineering Informatics

（ICCBEI；土木建築情報学国際会議）という国際会議が、
東京京橋の東京スクウェアガーデン5F東京コンベンショ
ンホールで開催されます。

主催は、土木学会土木情報学委員会およびAGCEI（Asian 
Group of Civil Engineering Informatics；アジア土木情
報学グループ）の共催です。
「土木学」と「情報学」の接点となる「土木情報学」

という新しい学問領域を、アジアで先進的に取り組んで
おられる研究者たちと協力して確立して行こうという趣
旨で設立された国際会議です。

JACICセッションの予定会場

2．JACICの関わり
本会議の主催者の一翼を担うAGCEIには、JACICの

理事長が参加しています。このことからJACICは、資金
面・論文参加・運営の人的協力の3つの形でサポートし
ています。その中でJACICは、研究者ばかりでなく、一
般の方も興味を持って参加頂ける「JACICセッション」
を企画し、運営することになっています。

3．「JACICセッション」とは
国際会議ICCBEIの中で、JACICが担当・運営するセッ

ションです。下記のとおり、会議初日の4月23日（木）午
前中に、基調講演に引き続き開催予定です。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をはじ
め、CIMに関する内外の専門家に参加いただき、CIMの
進展や国際動向を踏まえた今後の展開など、興味深い討
議が期待できる内容となっています。

日時：4月23日（木）9：30～12：30
場所： 東京コンベンションホール（東京スクウェア

ガーデン5F）
1．開会セレモニー
2．基調講演（独 ケーニッヒ教授）
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

その将来」
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

4．聴講者募集
国際会議参加者とは別枠で、基調講演とJACICセッ

ションの聴講者を募集しています。事前申込のみで、募
集定員は150名です。

聴講は無料で、JACICホームページの下記URLから
申込いただけます。

聴講者には、土木学会CPDが1.8ポイント認められて
います。奮ってご応募下さい。

http://www.jacic.or.jp/jseminar/201504.html
（国際交流プロジェクトチーム　河内　康）

「JACICセッション」聴講者募集（無料）
―国際会議ICCBEI2015の中で開催―

■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

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