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新たな組織になりました
　日本建設情報総合センターは4月1日、非営利・一般財団法
人へ移行しました。移行に際し6月1日から新たな組織に改編
し、業務の推進を図り公益の増進、社会貢献に努めてまいり
ます。組織の改編に伴うご理解をお願いいたします。以下に
組織の概要を紹介いたします。
◎　総務部・経営企画部
　JACICの総務、事業の総括等に関する業務を行います。
◎　建設情報研究所
　建設情報研究所は従前設けられていた標準部、システム高
度化、CALS/EC部が行っていた受託業務の建設情報システ
ムの調査研究、開発・改良、GIS、建設情報の標準化・国際協力
等について一体で対応するよう研究開発部を設置しました。
◎　システム事業部門
　システム事業部門は3つの組織から構成しています。シス
テムの運用・保守を行うセンター（コリンズ・テクリス、積
算、電子入札、建設副産物等）とシステムエンジニアリング
部（システムの開発改良等）及び顧客対応室（顧客情報の収
集、分析等）からなりシステムの運用・保守、顧客対応をよ
り強化するため設置しました。
◎　地方センター
　全国9地方における事業の普及促進等に関する業務を引き
続き行います。

（経営企画部　上席参事　落合清二）
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●はじめに　
平成23年度に募集しました「第16回土木施工管理技術

論文」における「第6回ITマネジメント賞」は、猪又建
設（株）の川上康弘氏の「3次元CADを活用した現場管理」
に決定しました。
●ITマネジメント賞とは

ITマネジメント賞は、（社）全国土木施工管理技士会
連合会が募集する「土木施工管理技術論文」を対象にし
て、『IT（情報技術）を利用して工事（改築・改修・新設・
維持等）の工期短縮、施工合理化、品質向上、安全性向
上、環境保全に役立てた事例』を取り扱った技術論文の
中で、最も注目される論文に贈られる賞です。賞の選定
は、審査委員会の審議により行われています。

JACICは平成18年から「土木施工管理技術論文」の募
集に協賛し、ITマネジメント賞が創設されました。過
去5回は下表に示す技術論文がITマネジメント賞を受賞
しています。
●今回の受賞について
「平成23年度第16回土木施工管理技術論文」として、

全国各地から技術論文が62編、技術報告が107編寄せら
れました。

受賞論文は、62編の技術論文から選定されました。2
次元CADとトータルステーション以外の機器や特別な
システム導入を行わず、発注者協議や住民及び施工作業
員への説明に3次元CADを用いた点がIT技術の応用とし
て評価されています。
●受賞論文の概要

本稿では、新潟県妙高市における雪崩と落石を予防す

る三角フェンスの施工に、3次元CADを活用する例が報
告されています。

現場は斜面（角度45°以上）が100m以上続き、斜面中
腹全体にわたって不安定な落石が点在しています。

資材運搬に使用する計画のモノレール路線の架設で
は、対策工を施工しなければモノレールに落石が直撃す
る可能性がありました。発注者に状況が伝わるように、
新たな路線の選定と提案に3次元CADによる図面を利用
しました。

ふもとの民家からは施工場所の地形や状況がわから
ず、住民に「なぜ雪崩がおきて自分の家が被災したか」、

「どのような雪崩予防の施設ができるのか」、「効果はあ
るのか」を施工にあたり説明する必要があり、3次元
CADによる図面を利用しました。

3次元CADのデータは、紙の平面図を2次元CADデー
タに変換、光波測距儀とデータコレクトを無線通信させ
て測量することにより、現場の寸法と一致させ、さらに、
縮尺合わせと等高線検証、既設構造物の位置確認、三次
元放射観測で地点のX,Y, Z座標を同時記録し、作成しま
した。

作業員の日々の打合せに3次元CADを活用し、「分か
りやすい」と作業員から評価を得ています。
●おわりに

今年も「第17回土木施工管理技術論文」を募集します。
ITマネジメント賞を目指す論文を多数お待ちしています。

（経営企画部　参事　桔梗靖之）

第6回　ITマネジメント賞
（第16回土木施工管理技術論文）

～JACIC協賛～

ITマネジメント賞の過去の受賞論文

回数（年度） 題目（著者）

第1回（H18年度） GPS三次元計測を用いた地組桁の輸送・架設（神野勝樹）

第2回（H19年度） GPSを利用した「NSPシステム」による情報化施工（中澤穣、赤田淳）

第3回（H20年度）
鋼道路橋の支点部補強工事における施工管理（疲労きれつ監視システムと反力調整）

（石原拓土、峯田敏宏）

第4回（H21年度） 情報通信技術を用いた道路土工の品質向上（藤森幸太）

第5回（H22年度） 大型起重船3隻相吊りによる大ブロック架設（江野本学）
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１．はじめに
「CALSの15年を振り返り、新たなステージへ～建設
生産システムのイノベーションに向けて～」をテーマに、
去る4月13日にJACICセミナーを開催しました。国土交
通省の佐藤直良技監から「CIMノススメ」と題して基調
講演をいただき、建設産業の生産性を高めるためには、
いわゆるCIM（コンストラクション・インフォメーショ
ン・モデリング）の活用が不可欠であること、コンピュー
タ上に作成した三次元モデルの建物に部材の数量やコス
トなどの属性情報を盛り込んだBIMを土木分野でも積極
的に活用することの重要性についてお話しいただきまし
た。ICTを核として施策・要素技術を統合化するととも
に、ICタグの活用や土木・建築の共通ライブラリーの
整備の必要性を紹介され、基準づくりから入るのではな
く、まずはモデル工事を進めながら課題を解決してゆく
ことが重要であることを強調されました。

２．CIMが目指す理想
CIMは、「建設現場において、企画から調査、計画、

設計、施工、維持管理の一連の過程における関連情報の
統合・融合により、施工段階における品質や施工性の向
上、維持管理段階における管理の高度化といった、新し
い建設管理システムの構築」と述べられています。
一方、CALSは、「建設CALS整備基本構想」の中で、「公

共事業にCALSの概念を導入し、組織間、事業段階での
情報の交換、共有、連携を図り、建設費の縮減、品質の
確保・向上、事業執行の効率化等を目指す」とあります。
建設生産システム全体を対象として、ICTを用いたBPR
（業務改善）を推進することであったと言えます。
この15年あまりで技術は大きく進展しパーツとしての

整備が進みました。公共事業を取り巻く社会的背景は変
化しましたがCIMとCALSが目指す理想は同じように思
われます。
CIMの導入には①対象物の三次元の空間形状に加え、

時間・コストの基本的な情報、②対象物の属性情報、③
維持管理を考慮した計測機器の組み込み等の高度化の3
つの要素が重要であると述べられています。
建設生産システム全体として効果を高めるために、①
既に整備された各要素技術を統合・融合し、②途切れが
ちな建設生産システムの各フェーズを一体的に捉え、③
インフラの利用者へのサービスを提供する原点である維
持管理を出発点として考え、④多忙な現場発のニーズを
基にした実践により、⑤技術者一人一人が意識改革をし
てICTを前向きに使い、各関係者が手を携え一体となっ
て進めてゆくところにCIMの特徴があると考えています。
CIMの核となる重要施策となると考えられるデータモ
デルは、統合データベース（質＋情報）と三次元モデリ
ング（形状＋属性）により構築されます。データモデルで
は、建設生産システムの各フェーズの関係者全てが同一の
モデルを同時にイメージすることができます。そのため、
設計段階での検討に施工や維持管理の担当者が参画可能
となり、高い品質の社会資本とサービスを提供することに
繋がります。シミュレーション、構造計算、施工等につい
てフロントローディングを実施することが可能となり、建
設生産システム全体の改善に繋がると考えられます。

３．今後の展開
JACICでは、これまでのCALSをレビューし次に繋げ
るとともに、提供してきたシステムに係るノウハウの全
て活用し、産学官の連携による活動を実施し、CIMが目
指す理想を実現するために貢献したいと考えています。
CIMに関するプロジェクトチームを設置するとともに、
民間の関係機関とで構成するCIMの検討会の事務局とし
て活動してゆくこととしました。これから始まる建設生
産システムのイノベーションによる夢の実現に向けて、
今後とも積極的に具体的な提案を行ってゆきます。

（研究開発部　建設ICTグループ長　元永秀）

CIMの動向（その1）～CIMが目指す理想～
JACIC便り
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１．はじめに
BCPサポートシステムは、日々進展するICTを最大限

に活用し、既存の公共事業に係る複数のシステムの機能
を、人＜BCPサポータ＞によって繋げ、ワンストップサー
ビスとして提供することで、BPRの推進を図ることを目
指したプロジェクトです。

今回は、維持管理業務におけるBCPサポートシステム
プロジェクトの取組を紹介します。

２．維持管理業務での課題と取組
管理者より、維持管理の代表的業務である、河川・道

路の巡回点検において巡回結果の迅速な確認と変状、損
傷、不法投棄等の状況把握を従来の携帯電話の会話のみ
ならず画像により、より適切な状況判断を行いたいとの
強い要望がありました。さらに、委託業者は、日々多く
の写真を撮影し、これらの写真整理ならびに、報告書の
作成に相当な労力がかかっていると伺いました。

そこで、JACICでは高機能化したモバイル機器に着目
し、写真管理サービスとして、日常巡回点検における一連
の「点検記録、写真撮影、整理」作業の効率化を検討して
きました。

写真管理サービスは、撮影すると同時に、位置情報等
を付加し、既存のクラウドサービスに自動的に転送する
ことができます。このため、現場から離れた出張所でも
異常箇所を迅速に把握することが可能となります。さら
に、JACICでは、撮影対象構造物の名称等を写真に付加
する機能も合わせて検討しています。

３．試行状況と試行効果
（１）試行状況

平成23年度に実施した、仙台河川国道事務所の仙台西
国道維持出張所の道路巡回点検業務における取組事例を
図1に示します。今回は既存のクラウドサービスとして
写真管理サービスの一部に「Picasa ウェブアルバム」
を利用しています。

（２）試行結果
従来であれば、発見した異常事象の報告、確認に必ず

時間差が発生していましたが、写真管理サービスを利用
することで、現場（臨場）における点検状況（画像、位
置情報）をリアルタイムに出張所のパソコン等で確認で
きるので巡視点検は、ワンストップで完了することを確
認できました。

４．今後の展望
本試行ではグーグルマップを利用しましたが、管理用

平面図と点検写真を関連付けし、開発中の写真管理項目
へ点検記録を付与できれば、同時に報告書の作成も可能
となります。

今後の維持管理業務への適用は図2で示すように、電
子図書館サービス（プライベートクラウド）とモバイル
機器を組み合わせることで、点検記録から写真整理まで
一連作業を効率化し、点検作業の充実を図ることが可能
と考えられます。

（研究開発部　主任研究員　山田恭生）

BCPサポートシステムプロジェクト
維持管理業務での取組

図 1　維持管理における取組事例

図 2　維持管理業務への適用の可能性



- 5 -

2012.7月号

オープンソースGISを用いた地表・地下情報の作成・
表示手法及びデータベース化に関する調査研究

関西大学　総合情報学部
教授　伊藤　俊秀

GISは、もともと軍事利用を目的に研究・開発されて
きたが、近年、ハードウェアの処理能力や記憶容量の向
上により、都市計画、防災、エリアマーケティング、カー
ナビゲーションなど、様々な分野でPCによるGISの利用
が広まっている。

一方、オープンソースの利用も普及しており、業務で
も十分に使用可能な安定したソフトが無償で入手できる
環境が整っている。オープンソースのGISとしては、
USA-CERL（米国陸軍技術部隊の建築工学研究所）に
よって1985年に開発されたGRASS GIS（Geo- graphic 
Resources Analysis Support Sys- tem GIS、以下では
GRASSとよぶ）が世界標準として使用され始めており、
現在は、イタリアのFBK-irst（Fondatione Bruno Kes-
sler）がホストとなって開発が進められている。

そこで、本研究では、地表・地下空間の管理が基礎と
なる分野を想定し、3次元情報の蓄積手法に関する
GRASSの使用可能性の調査・研究を行った。オープン
ソースはソフトの購入やメンテナンスコストが大きく軽
減されるので、広く普及させることが容易であり、様々
な標準化を進めることができる。

研究成果の概要は以下の通りである。

１）GRASS の使用手順の標準化
 　GRASS は、2009年に公開されたGRASS 6.4.0より
日本語表記版が登場し、日本のユーザにも扱い易く
なったが、基本操作やデータ変換・解析手順に関する
マニュアルは依然、英語版がほとんどである。そこで、
今 回 の 調 査 で 作 成 し た デ ー タ ベ ー ス 化 に 関 し、
GRASS使用のマニュアル化と標準化を行った。この
際、GRASSとのインターフェースについては、汎用
的性の観点から、Excelなどで作成が容易なラスター
型データとした。

２）地下空間の地質情報管理
 　GIS本来の地図管理機能に加えて、GRASSの3次元
表示機能（Nviz）を用いて地質構造などの表示を検
討した。その結果、GRASSに装備されているマップ
カリキュレータを用いることにより、地質構造ならび
に境界線ラスターをNviz上で3次元的に表現すること

ができた。

３）地球統計学的手法による濃度推定
 　化学物質の地下分布の把握は、目的によって、様々
な物質が想定されるが、本研究では石灰岩中に含まれ
る鉱物に関連した化学物質の濃度分布を想定した。品
位補間に関しては、クリギング法を用いて、セミバリ
オグラム・経験セミバリオグラムの当てはめとバリオ
グラムモデルのパラメータ推定を行い、補間に関する
検討を行った。典型的なバリオグラムの傾向をもつ分
布に対しては、モデルの影響はほとんどみられず、球
型モデルを用いたクリギング法で良好な補間が得られ
た。これらの補間作業については、標準化が可能なツー
ルをExcelで作成した。

４）補外データに関する提案
 　クリギング法では、基本的に補外推定は不可能であ
る。そのため、本研究では、深度レベルの異なる上部
の既知データから補外区域の濃度を推定する手法を考
案した。すなわち、走向と傾斜を考慮して連続性の判
定を行う手順を考案し、連続性が高いと推測される濃
度を抽出した。補間データと実際の濃度データを比較
したところ、良好な合致率で補間が達成できたことが
わかった。

本研究で示したオープンソースGISを用いた地表と地
下の同時・並行的な管理手法は、広い分野での活用が期
待できる。建設部門を想定した場合、これらの手法が地
表の構造物と共に地層や断層、地下水などの地下構造の
管理に利用できることは言うまでもないが、濃度補間推
定は土壌汚染の状況や診断に有効であると考えられる。

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23年度に
は12件の研究報告があり平成23年11月に「第9回研究助
成事業成果報告会」を開催しました。本号から順次研究
助成成果概要を掲載していきます。

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）

研究助成成果概要
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JACICでは、CALS/ECポータルサイト
http://www.cals.jacic.or.jp/ において、電子納品や情報
共有などCALS/ECへの対応を図る中で実現した業務の
効率化、品質向上などの効果的事例をまとめて紹介する

「CALS/EC効果的事例レポート」サイトを展開してい
ます。

建 設CALS整 備 基 本 構 想 の 策 定 か ら お よ そ15年、
CALSという言葉は耳慣れたけれど、それぞれの現場で
どんな問題に直面し、どう解決しているのか、本サイトは
CALS/ECに係る身近な取り組み、成功事例を気軽に担
当者レベルで情報交換できる場として提供しています。

平成24年はここまで7件の事例を紹介していますが、
本稿において第1回「北海道上ノ国町における電子納品
導入事例」と第2回「群馬県における利活用事例」を紹
介します。

■「北海道上ノ国町における電子納品導入事例」
電子納品は国、都道府県では運用が一般化したものの、

市町村ではこれまで「要領が難解？専用ソフト等が必
要？実施効果がよく分からない」などとしてなかなか普
及が進んでいませんでした。このような状況の中、北海
道上ノ国町では検討開始からわずか半年で導入・運用に
成功しています。

レポートでは上ノ国町から提供された実施の経緯につ
いて掲載しています。

■「群馬県における利活用事例」
電子納品された成果品（データ）はどのように利活用

されるのか？普段、なかなか表にでてこないこともあり、
理解されにくい一因でもあります。

レポートでは群馬県から提供された災害時の電子成果
品の利活用事例について掲載しています。

表　東日本大震災の際に被災した橋梁の本復旧
までの作業と電子成果品の利活用効果

項目 具体的内容 効果

報告書検索 書庫などから、該当する橋梁の資料を探す ◎

資料の送付 県庁担当課へ報告書を送付する ◎

現地踏査 現場の確認・調査 ○

諸元確認 橋梁の諸元を確認する ◎

反力計算 橋梁の諸元を基に施工計画の策定 ○

仮復旧 支保工設計、ジャッキ設計、仮復旧工事 ○

本復旧 支承設計、支承製作、復旧工事 ○

 ◎：効果があったもの
 ○：間接的に効果があったもの

それまで、電子成果品の利活用については、事業中の
ものだけであったのが、この事例を受け、橋梁の担当で
は、電子データにより管理することの有用性を認識され、
既存の成果品の電子化および一元管理する検討を行い、
一部取り組みを開始されています。

本サイトでの事例紹介が建設生産システム全体の効率
化、品質向上、復興支援の一助になれば幸いです。

ぜひ下記アドレスを参照ください。
http://www.cals.jacic.or.jp/report/

（前CALS/EC部　主任研究員　佐藤隆雄）

CALS/ECコーナー
CALS/EC効果的事例（その1）

・北海道上ノ国町では、業務成果・
工事完成図書類について、従来の

「紙」での取り扱いについて、特に
保管場所の不足に悩まされていた。

・国土交通省や北海道の要領で
は、町の業務・工事を行う小規模
な受注者では、負担が重い。

【市町村版】とは北海道地方CALS/EC推進協議会
が、北海道内市町村の公共事業において、より簡易
な方法で電子納品を進めることにより、電子納品
の普及・拡大を図ることを目的に定めたもの。
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四国地方センターは四国4県を担当地域として、コリ
ンズ・テクリス関連の問い合わせ対応業務や電子入札・
電子納品に代表されるCALS/ECの普及支援とその他の
広報活動を行っています。平成23年度の主な活動報告と
平成24年度上半期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利用状況

平成24年6月現在、四国の全95市町村の内、約68%で
web版の検索システムを利用されています（JCIS（ジェ
イシス）での利用を含む）。内訳は、市、100%、町村で
試用利用も含めて約47%となっています。
□テクリス検索システムの利用状況

平成24年6月現在、四国の市町村約43%でweb版の検
索システムを利用されています。その内訳は市、約
66%、町村、約28%となっています。

■RCCM資格試験受験準備講習会の開催
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
会を開催しています。四国地区では、118名の方が受講
されました。

平成24年度は、7月20日、高松市の香川県土木建設会
館に於いて、開催を予定しています。

■電子入札コアシステム
□四国の普及状況

四国管内では国の機関や4県と14市町村で運用してい
ますが、市町村の普及率は約15%と低い状況にあります。
□四国地方ブロックコアユーザ会議

平成23年7月15日に、「平成23年度四国地方ブロックコ
アユーザ会議」を高松市内で開催しました。

徳島県、香川県、愛媛県、高知県、徳島市、高松市、
松山市、今治市、三好市、四国地方整備局の電子入札担
当者が参加し、各団体の現在の状況や課題・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議論いただきました。

平成24年度は6月28日に高松市内で開催し、ご議論し
ていただきました。

■広報活動
□Photog-CADの広報活動

平成24年6月19日、高松市内で開催されました四国ブ

ロック災害担当者会議に於いてPhotog-CAD（災害復旧
効率化支援システム）の紹介を行いました。また平成24
年7月10日、高知市内で開催される四国地区災害復旧事
業技術講習会に於いてもPhotog-CADの紹介をさせてい
ただく予定です。

□JACICセミナー（社会基盤情報標準化2012）
平成24年9月14日、高松市サンポートの「かがわ国際

会議場に於いて、JACICセミナーが開催される予定と
なっています。セミナーは、社会基盤情報の策定標準の
普及のため、毎年JACICが主催で開催しているもので、
高松での開催は今回が初めてになります。JACICの標準
化活動の紹介の他、CALS/EC15年のとりまとめと新し
い動き、そして地方自治体での取り組み事例などの講演
を行います。

是非、多くの方に参加していただきますよう、開催会
場を下記のとおり紹介します。申し込み方法については、
JACICのホームページをご覧下さい。

日時：2012年9月14日（金） 13：00～16：30
会場：かがわ国際会議場（高松市サンポート2-1）

（四国地方センター長　松尾裕治）

地方便り
四国地方センター活動報告

昨年実施したPhotog-CAD説明の様子

会場のかがわ国際会議場がある高松シンボルタワー
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国土交通省の電子入札に関し、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。

コリンズ・テクリスの登録件数の状況（平成24年3月～5月）は次のとおりです。

（経営企画部　次長　河内康）

（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

コリンズ・テクリスの登録件数の状況
（平成24年3月～5月）

項　目 質　　　問 回　　　答

工事・業務

申請書等の提出画面にて
「提出内容確認」ボタンを
押 下 し た 際 に「APPLET-
CRITICAL-00103804-19999 
実行エラーが発生しまし
た。」と表示される原因を
教えてください。

申請書等の添付資料として2MBを超える容量のファイルを添付している場合、当該
事象が発生する可能性があります。原因等の詳細については、e-BISCセンターホー
ムページに掲載の資料「大容量ファイル添付時に発生するエラーについて」をご覧
ください。

（参照先URL　http://www.e-bisc.go.jp/pdf/tenpuhuka.pdf）
対処方法についてはe-BISCセンターホームページに掲載の資料「大容量ファイルが
添付不可となる場合の追加設定について」をご確認ください。

（参照先URL　http://www.e-bisc.go.jp/pdf/javamemory.pdf）

JACIC便り

● コリンズ
コリンズの登録件数（契約額500万円以上）

3月 4月 5月

国の機関 3,967 
（1.08）

2,340
 （1.03）

796
 （1.33）

地方公共団体 16,737
（0.97）

9,203
（0.99）

7,942
（1.22）

（　）：前年同月比

● テクリス
テクリスの登録件数（契約額500万円以上）

3月 4月 5月

国の機関 845
（2.00）

3,932
（0.95）

1,346
（0.95）

地方公共団体 1,825
（1.29）

1,976
（1.17）

2,309
（1.17）

（　）：前年同月比
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