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関東地方整備局の研修でPhotog-CADを紹介
―「実践研修 TEC-FORCE隊員」―

ニュースと解説

　6月28日（金）、関東技術事務所（千葉県松戸市）での「実
践研修 TEC-FORCE隊員」において、関東地方整備局か
らのご依頼により、Photog-CADの紹介を行いました。
　この研修は、TEC-FORCE隊員として被災状況を把握
する上で必要となる調査方法、機材使用方法等について
習得するというもので、Photog-CADは「災害調査の新
システムの紹介について」という研修内容で採り上げら
れました。
　研修生は河川・砂防・道路事務所の土木系職員20名で、
急遽15分延長した45分の時間枠でシステムエンジニアリ
ング部の満田参事が説明を行い、熱心に受講していただ
きました。
　Photog-CAD については、平成24年10月に国土交通省
から「災害査定において用いて差し支えない」旨の事務
連絡も発出されており、このようにJACICでは講習会等
への説明要員の派遣を行っています。

　また、今年12月までの間、無料モニターキャンペーン
を実施しています。Photog-CADを実際に体験していた
だき、その便利さを実感していただくもので、災害査定
設計に係わる地方公共団体や測量設計業界等を中心に幅
広く参加者を募集中です。ご興味をお持ちの方は、ご一
報いただければ幸いです。

〔問い合わせ先〕
・「Photog-CAD」で検索
・URL  http://www.gis.jacic.or.jp/gis/photog/

【Photog-CADとは】
　災害復旧事業における被災現場での測量と申請書類の
作成を効率的に行うための支援ソフトウェアです。市販
のデジタルカメラで撮影した現場写真に、写真測量の技
術を適用して3次元モデルや横断図を瞬時に作成し、工
種（復旧断面図）や災害査定用総合単価の参照入力と
CAD機能による数量計算により、査定設計書や査定野
帳を作成することができます。

【TEC-FORCEとは】
　「緊急災害対策派遣隊」（Technical Emergency Control 
Force）のことで、平成20年4月に国土交通本省におい
て創設され、各地方整備局にも設置されています。大規
模自然災害の発生時等において、被災状況の迅速な把握、
被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧等に対す
る技術的な支援を円滑かつ迅速に実施することを目的と
しており、必要に応じ被災地方公共団体等に派遣されます。

（関東地方センター長　田山成一）写真-2　満田参事による講義

写真-1　研修の状況

http://www.gis.jacic.or.jp/gis/photog/
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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）は、

2013年6月20日（木）乃木会館において第26回委員会を

開催し、「推進計画2010－2012」の最終年次として、各

小委員会の活動成果について審議しました。

1.  「推進計画2010-2012」の活動報告

「電子成果の共有、利活用に関する活動」をテーマと

する電子成果利活用小委員会と、「データの交換と連携

に関する活動」をテーマとするCAD/データ連携小委員

会の活動成果について審議し、成果は了承されました。

各活動成果は、標準化委員会ホームページにて公開し

ています。（参照URL：http://www.jacic.or.jp/hyojun/）

2.  今後の標準化委員会の活動について

「推進計画2010－2012」の活動は、この委員会をもっ

て終了しました。今後は、社会基盤情報標準化委員会が、

「建設情報に係る標準化ビジョン」の趣旨に則り、検討

テーマを公募し、委員会によって選定された検討テーマ

の提案者を中心とする小委員会が標準化に係る検討を進

めていく体制となります。

また、広範囲なテーマに機動的に対応した検討を行え

るよう、長期の推進計画を予め定めず、原則として単年

度の推進計画を策定していきます。

現在、公募中の2013年度における小委員会検討テーマ

の応募案内は、標準化委員会ホームページに掲載してい

ます。詳しくは、下記のURLを参照して下さい。

◆応募期間：平成25年6月24日～平成25年8月23日
○http://www.jacic.or.jp/hyojun/2013shouiinkai_oubo.html

（研究開発部　研究員　原佑太郎）

社会基盤情報標準化委員会（第26回）開催報告
～ 「推進計画2010-2012」における活動成果の報告 ～

ニュースと解説

第26回委員会 開催時の様子

幹事会

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）

電子成果利活用小委員会
　小委員長：皆川  勝（東京都市大学教授）

CAD/データ連携小委員会
小委員長：田中  成典 （関西大学教授）

表 1　各小委員会における活動成果

成果名称 概　要

電子納品のモデ

ル案と考え方

主に地方自治体に向けて、2種類の電子納品

のモデル案を提案。　

①閲覧利用版電子納品： 閲覧利用に限定した、

PDFを主体とした納品。　

②図面再利用版電子納品： 図面の再利用を想

定したSXF（SFC）、それ以外はPDF等を主

体とした納品。

XML記述に関す

るチェックリスト

情報流通を促進させるために使用するXML記

述に関して確認すべきポイントを提案。

CADデータ利活

用ガイドブック

CADデータの円滑な受け渡しやデータの利

活用を促進するため、発注者の視点に立った

CADデータの利用場面や運用事例等について

紹介・解説した参考書を作成。

SXFデータ作成

要領

CADデータの作成・交換に係る業務効率を改

善するため、地方自治体での利用を想定した

図面ファイルの納品ルールを提案。国基準と

整合性を図りつつ、独自基準の乱立を防ぎ、

データ作成時の負荷軽減がねらい。

数値地形図デー

タ-SXF作成仕様

（案）

「拡張DM-SXF 変換仕様（案）（H18年6月）」

を基本として、国交省の公共測量作業規程

（H23年3月）、測量成果電子納品要領（案）（H20

年12月）の改定に対応させた仕様を提示。

http://www.jacic.or.jp/hyojun/
http://www.jacic.or.jp/hyojun/2013shouiinkai_oubo.html
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土木学会「CIM」に関する講演会にJACICからも講演

JACIC便り

1．「CIM」に関する講演会について
　平成25年7月5日、公益社団法人土木学会国土基盤モデ
ル小委員会とICT施工研究小委員会の主催による、

「CIM」に関する講演会2013が札幌市生涯学習センター
において開催されました。講演会には、北海道の国の機
関、地方公共団体、建設会社、コンサルタント、大学関
係者などを中心に約150名が参加され、当日になって急
遽、大きな会場に変更する程の盛況ぶりとなりました。

2．講演会の内容について
　土木学会土木情報学委員会委員長である大阪大学の矢
吹信喜教授からは、CIMによる建設生産システムの変革
に つ い て 講 演 が あ り、CIMに 至 る ま で の 歴 史 や
OpenINFRAによる世界標準化の動き、今年11月に東京
で開催されるICCBEI2013について話がありました。
　国土交通省大臣官房技術調査課の白土正美監視官から
は、国土交通省のCIMの取り組みについて講演があり、
昨年度のCIM試行事業で得られた成果と今年度の試行事
業の拡大について話がありました。
　北海道開発局事業振興部技術管理課の坂憲浩技術管理
企画官からは、北海道開発局におけるCIMの取り組みに
ついて講演があり、北海道開発局における平成24年度
CIM試行業務である「一般国道40号 天塩町 天塩防災道
路詳細設計業務」についての御紹介や、情報化施工など
具体のCIMの活用に加え、農業分野への応用も含めた広
範な取り組みについて話がありました。
　JACICの三橋からはCIM技術検討会の取り組みと題し
て、CIM技術検討会とその中間とりまとめについて報告

させて頂きました。
　建設コンサルタンツ協会の藤澤泰雄氏からは、設計段
階におけるCIMの活用について講演があり、3Dで設計
する場合の苦労話とそのコツ、また何種類もある3Dモ
デル作成ツールであるソフトウエアと土木の各分野との
適合性について話がありました。
　日本建設業連合会の杉浦伸哉氏からは、施工CIMへの
取り組みと課題について講演があり、CIMを活用した土
木工事の実施事例について話がありました。

3．今後の予定について
　「CIM」に関する講演会は、今回の札幌会場を第1回目
として下記のスケジュールにより全国各地で12月まで開
催される予定で、JACICからも講演する予定です。詳細
は下記の土木学会ホームページを参照して下さい。
　http://committees.jsce.or.jp/cceips07/node/15

4．CIMについて
　「CIM」とはConstruction Information Modelingの略
で、建築のBIMにならい、三次元モデルを構築しながら
土木構造物の設計や施工を進めるものです。
　平成24年4月開催のJACICセミナーにおいて佐藤直良
技監（当時）から「CIMノススメ」について御講演して
頂いて以来、全国的に注目度が高まり、昨年度は国土交
通省によるCIM試行業務が全国で11事業実施されまし
た。また、JACICが参画している「CIM技術検討会」の
成果として、中間とりまとめが平成25年5月よりJACIC
のホームページに掲載されました。

5．終わりに
　今回が、全国9会場で行われる土木学会「CIM」に関
する講演会2013の第1回目ということで、各講演者、聴
きに来られた北海道の皆様方ともに気合いの入った熱い
講演会となりました。奇しくもこの講演会の翌日が関東
甲信地方の梅雨明けとなりましたが、これからがCIMに
とっての熱い時期になると思われます。JACICは引き続
きサポートしていく予定です。

（研究開発部長　三橋勝彦）

講演の状況、筆者が講演

http://committees.jsce.or.jp/cceips07/node/15
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JACIC情報108号の出版

JACIC情報は、JACICが年2回発行している機関誌で、
今回の108号は7月末に発行されました。毎回特集を組ん
でおり、108号では「公共調達をめぐる最近の潮流～施
工パッケージ型積算の動向～」を取り上げています。

1．施工パッケージ型積算方式について
「施工パッケージ型積算方式」は、従来の「ユニット

プライス型積算方式」の課題の改善を目的とした新しい
積算方式です。

従来の積算方式については、デフレスパイラルなどの
価格の妥当性への懸念や、価格の透明性確保などの課題
が指摘されてきました。

また、公共工事は発注者側の積算に基づく入札・契約
が原則であるため、積算担当技術者の減少などにより積
算作業の負担が大きくなりつつあり、積算作業のさらな
る効率化・簡素化が求められています。

これらに対応するため「施工パッケージ型積算方式」
が提案され、国土交通省では平成24年10月1日以降に入
札を行う土木工事で試行が開始されており、また、地方
公共団体でも導入の検討が始まっています。

本特集では、国土交通省の取組みや地方公共団体・民
間企業の対応状況を紹介するとともに、積算方式を含む
公共調達の将来像を展望します。

2．主な内容（目次）
①巻頭言： 安心・安全な社会資本サービスを提供するた

めに
国土交通省　菊川滋　技監

②特別講座：公共事業執行システムの将来像
愛媛大学　木下誠也　教授

③国土交通省の取組み：施工パッケージ型積算
大臣官房　技術調査課

国土技術政策総合研究所　建設システム課
北海道開発局　事業振興部　技術管理課

関東地方整備局　企画部　技術管理課
近畿地方整備局　企画部　技術管理課

④施工パッケージ型積算方式への期待：
（一社）日本道路建設業協会

（一社）日本建設業連合会
⑤地方公共団体の対応：

秋田県　建設部
大阪府　都市整備部

高知県　土木部

⑥JACICの取組み：
積算システムセンター

JACICでは、この機会に「JACIC情報の定期購読者」
も募集しております。

JACIC情報はバックナンバーとも、1冊1,050円（税込、
送料別）です。ご購読のお申し込み、お問い合わせは、
総務部（Tel.03-3505-2981）までお願いいたします。

JACIC情報バックナンバーURL：
http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html

（経営企画部　参事　米田晴彦）

JACIC便り

図　 ユニットプライス型積算方式におけるデータの流れ
（JACIC情報108号の記事より転載）

http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
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●はじめに　
平成25年度も「第18回土木施工管理技術論文」におけ

る「第8回ITマネジメント賞」にJACICは協賛いたしま

す。

●ITマネジメント賞とは
ITマネジメント賞（表彰賞金7万円）は、（一社）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

去の技術論文についてはJACIC news7月号で紹介した

とおりです。

●本年度の論文募集
過去の受賞論文ではスキャニング測量による橋梁耐震

補強工事の施工妥当性確認や3次元CADによる住民説明

と情報共有例等が取り上げられましたが、以下の表に挙

げる特殊な技術を用いないテーマについても事例の対象

となります。技術論文の原稿形式は必要な図（写真含

む）・表と、全体で3,000文字～3,500文字程度で、A4用

紙4枚程度です。詳細は上記「第18回土木施工管理技術

論文」のホームページ（http://www.ejcm.or.jp/）にあ

る技術論文の応募要領を参照して下さい。皆様の多数の

ご応募をお待ちしております。

JACIC便り

（経営企画部　参事　桔梗靖之）

ITマネジメント賞のテーマ例

テーマ 事例
3次元データを活用した施工管理 ・ 3次元コンピュータグラフィックや衛星写真を用い、施工箇所の発注者や地元住民

に向けた効果的な説明・合意形成
・ CADやコンピュータグラフィックによる3次元データの活用による施工の効率化
・ 3次元データを用いたマシンガイダンスによる情報化施工

内部または外部の情報共有システムやアプ
リケーションの共同利用

・ IT（情報技術）を用いた内部あるいは外部との情報共有システムによる効率化
・ クラウド技術やASP（アプリケーションサービスプロバイダ）の活用による効率化、

省力化
電子化された図書類の活用 ・ 蓄積された電子納品のデータを保守工事に活用

・ 関係者内での電子図書の活用
・ 過去の施工事例を分析、効率的施工計画の策定に活用

測量・検査の効率化 ・ レーザースキャナを利用した測量、施工図面作成の効率化
・ デジタル写真を用いた測量により測量工数を削減
・ トータルステーションによる検査の効率化

スマートフォンや携帯端末の活用 ・ Webカメラ、センサ情報、出来高情報をスマートフォン等へ表示、24時間体制の
施工管理や危険予知に活用

情報交換システム等の活用によるリサイク
ル、環境保全の推進、安全性向上

・ 情報交換システムによる廃材となるコンクリート塊や建設木材等の活用
・ 現場関係者、トンネル入坑者の自動管理
・ 過酷な環境（高圧力環境や低酸素環境）におけるWebカメラによる現場監視

第８回　ITマネジメント賞のご案内
（第18回土木施工管理技術論文）

～JACIC協賛～

http://www.ejcm.or.jp/
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研究助成事業成果から（6）

地上型レーザスキャナーデータ計測の標準化に関する研
究

金沢工業大学　環境・建築学部　教授　鹿田正昭

　近年、地上型レーザプロファイラ（LP）を用いた3次
元計測はハード・ソフトの発展から利用分野が拡大され
ているものの、作業規程がないこともあり公共測量にお
ける普及率は低い。

　本報告は、公共測量での利用拡大を目指した地上型
レーザプロファイラマニュアルの作成を目的に、産学連
携によるマニュアル案作成作業部会（ワーキンググルー
プ）を発足し、これまで行った実証実験の分析結果と今
後の展望について述べたものである。

　本研究の趣旨に賛同しワーキンググループに参加した
企業が一堂に集まることにより、国内の建設業界で利用
されている大半のレーザプロファイラを用いての実証実
験が可能である。そこで、同一条件における計測データ
の取得を行い各機器の特性を把握し、計測精度や性能の
基準設定に取り組むことで標準化に寄与できるものと考
えた。

　本研究の手順及び研究成果は、以下の通りである。

１．研究手順
①　 アンケート調査による取り組むべき方向性や課題に

ついての意見募集
②　アンケート結果による取り組むべき課題の抽出
③　実証実験の方法検討
④　第1回実証実験
　　 実証実験場の設定とコンクリート壁の計測による精

度検証
⑤　第2回実証実験
　　室内実験場の設定と目標物設定による精度検証
⑥　第3回実験実証
　　屋外実験場の設定と目標物設定による精度検証
⑦　第4回実験実証
　　 屋外実験場の設定と目標物設定及び色彩による精度

検証
⑧　第5回実験実証
　　 屋外実験場の設定と目標物設定及び材質による精度

検証
⑨　レーザ径の実験実証
　　レーザ径の拡大による影響による精度検証

⑩　実証実験の分析及び結論
⑪　マニュアル案の作成

　現時点における ｢地上型レーザ計測マニュアル案｣ の
概要は以下の1～4の通りである。
1．�概説：目的と適用範囲、本マニュアル案の構成、「公

共測量作業規程の準則」との関係
2．�地形測量：作業計画、計測方法、三次元計測データ

の作成、数値地形図データファイル作成等
3． 応用測量：路線測量、河川測量等についての作業手

順、品質評価等
4． 附則：逐条解説、様式（観測手簿、精度管理表）、

参考資料（地上型レーザ機器の概要）

２．研究成果
　各機種別の特徴とその精度検証並びに標準偏差等の算
出を行い、標準化への条件整備項目を抽出できた。

３．研究成果の活用について
　標準化による地上型LPの普及率や汎用性の向上を目
指すという目的の新規性は高く、成果を活用して、地上
型LPの作業基準の設定等作業マニュアル案の認定に取
組む。その成果は測量業界の底上げにもつながり、LP
の普及や作業効率に寄与できるものである。

４．今後の展望
　研究成果をさらに精査・分析を行い、作業基準の確度
を上げ、マニュアル案の完成及び認定交付を目標とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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）

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html
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地方便り

　今回はコリンズ登録データを用いて中部地区の公共工
事の状況の整理を行ったのでご紹介します。なお、対象
範囲は愛知、岐阜、三重、静岡の4県内の県、市町村工
事と国（中部地整）の工事で、平成15（2003）年度から
平成24（2012）年度までの期間を対象としました。
1．中部地区でのコリンズ登録状況
　中部地区では全国の約10％が登録されています。最近
10年の登録状況（金額）は図-1の通りです。近年の公共
事業費の減少に伴い、登録件数、金額とも減少傾向にあ
ります。登録実績の推移を金額でみると平成15（2003）
年度が最大で1兆6500億円でしたが、昨年度（24年度）
は1兆2100億円で、10年前の73％となっています。

2．工事分野別の比較
　図-2は、10年間の登録金額の工事分野別割合を示した
ものです。
　国（中部地整）については圧倒的に道路のシェアが大
きく、続いて河川等、港湾の順となっています。おおよ
そ道路67％、河川等13％、港湾6.5％、砂防3.5％の比率
となっています。
　県については国に比べて道路のシェアが小さく、建築、
河川等、農業等の割合が大きくなっています。

　市町村では国、県に比較してさらに建築、下水道、上
水・工業用水などの比率が大きくなって、道路のシェア

が小さくなっています。行政機関によって公共サービス
として果すべき役割があり、工事分野についても分担さ
れている結果と思われます。
３．1件あたりの工事金額比較
　図-3は、10年間での工事1件あたりの金額の推移を国、
県、市町村に分けて整理したものです。市町村、県では
おおよそ3,000～5,000万円／件で年ごとの変動は少ない
状況です。国では若干変動があるが、平均約1億6,000万
円で、市町村、県の３倍以上となっています。規模の大
きいプロジェクトを実施する国の特徴が現れています。

4．コリンズから見た維持修繕の傾向
　維持修繕として登録されている工事実績について、工
事実績全体に占める比率の推移に整理しました（図-4）。
国、県、市町村とも年々増加傾向にあります。県、市町
村で2～3％、国（中部地整）で６～10％となっており、
比率で比較すると国は県、市町村に比べて3倍以上の値
となっています。ただし、金額ベースではいずれも横ば
いとなっています（図は省略）。なお、本図に更新関係
の工事実績は含んでいません。

5．終わりに
　今後はテクリスについても同様な整理を行いたいと考
えています。また、中部地方センターHPには中部地区
の月ごとのコリンズ登録状況の掲載を予定しています。

　　　（中部地方センター　センター長　佐合純造）

中部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

工事・業務

入札書に添付する資料の最大容
量を教えてください。

平成25年度 電子入札システム機能改良により、入札書に添付する資料（工事費内訳書、提
案内容）は合計で最大3MBまで添付可能になりました。
　・ 工事費内訳書と提案内容を添付する場合は、両方を合計して最大3MBまでの添付が可

能です。
　・ 工事費内訳書、提案内容のいずれか一方を添付する場合は、該当資料のみの容量で最大

3MBまでの添付が可能です。
但し、添付容量の拡大に伴って電子入札システム（サーバ）への負荷増大が懸念されること
から、入札書を提出する際にはサーバ混雑状況の確認が必ず行われます。混雑の度合いによっ
ては入札書の受付ができない場合がありますので、締切日時に対して十分余裕をもった提出
をお薦めします。

なお、平成25年度 電子入札システム機能改良の詳細についてはe-BISCセンターホームペー
ジをご確認ください。

（参照先URL　 http://www.e-bisc.go.jp/pdf/j1-130709.pdf）

国土交通省電子入札

JACIC便り

JACICセミナー（平成25年度第一回）を福岡にて開催
JACICセミナー（平成25年度第一回）は、9月6日（金）

福岡市の国際会議場で開催します。テーマは「建設情報

分野の新しい動き2013」で、プログラムは右のとおりです。

今話題の国土交通省のCIMや施工パッケージ型積算方

式、また社会基盤情報標準化委員会の成果などの解説を

予定しております。

参加は無料で、お申込みは下記のサイトからお願いし

ます。なお、本セミナーは土木学会・測量協会・CALS/

EC資格制度のCPD対象となっております。

http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/201309.html

日　時：9月6日（金）13：00 ～ 16：20
場　所：福岡市国際会議場4F中ホール　

1．「国土交通省のCIM」
国土交通省技術調査課担当官

2．地方自治体電子納品のモデル案
社会基盤情報標準化委員会事務局

3．Photog-CADの紹介、災害査定の事例
JACIC　システムエンジニアリング部

4．施工パッケージ型積算の動き
JACIC　積算システムセンター

（広報グループ長　河内康）

http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/201309.html
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