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ICCBEI2013「JACICセッション」開催報告
ニュースと解説

　平成25年11月7日（木）、第1回土木建築情報学国際会議
（ICCBEI2013）の中において、「JACICセッション」を
開催しましたので、これについて報告させて頂きます。

1．ICCBEIとJACICセッションについて
　土木学会土木情報学委員会とAGCEI（アジア土木情
報学グループ）が主催する第1回ICCBEI国際会議は、東
京国際交流館にて11月7日・8日で開催されました。オー
プニングの国土交通省顧問佐藤直良氏の基調講演に続
き、JACICが企画し、運営するパネルディスカッション
として「JACICセッション」を開催しました。
　テーマは「日本におけるCIMの動向と国際協調による
プロダクトモデルの構築」で、国土交通省が本格的に取
り組み始めたCIMの詳細や進展状況を海外の参加者に紹
介するとともに、国際的な土木インフラモデル構築の動
きや、情報共有に向けた国際標準の重要性について、下
記のメンバーでパネル・ディスカッションを行っていた
だきました。

座長：矢吹信喜　大阪大学大学院教授
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
 山下純一　IAI日本代表理事　
 坪香　伸　JACIC　理事　　
 クリストフ･カスタン　OpenINFRA運営委員長
 謝尚賢　　国立台湾大学　教授

2．高村室長と坪香理事のプレゼンテーション
　国土交通省の高村室長からは、「国土交通省における
CIMの取組について」という題目で、その活動状況を紹介
して頂きました。これに引き続きJACICの坪香理事からは

「CIMに関するJACICの取組」という演題で、CIM技術検討
会の内容やJACICの取り組みについて報告がありました。

3．C・カスタン氏と山下純一氏のプレゼンテーション
クリストフ・カスタン氏は今回フランスから招聘され

た標準化の専門家であり、IFCという3次元データ交換

のための国際標準を作成しているBuildingSMARTとい
う団体の中で、土木のインフラを議論するグループ
OpenINFRAの代表です。カスタン氏の会社での具体的
な適用例の他、OpenINFRAでは線形アライメントにつ
いて優先的に標準化しようとしている、との説明があり
ました。山下純一氏は、同じくIFCの日本における推進
団体「日本IAI」の代表理事です。日本のデザインプロ
セスを念頭に置いて国際標準開発に寄与したり、調整・
相互変換ができる仕組みを確立することが重要だと説明
されました。

4．矢吹座長のまとめ
そのうえで、矢吹座長はCIMを推進していくうえで

OpenINFRAの標準化活動への日本の貢献が極めて重要
であることを指摘し、国からのサポートを期待している、
とまとめました。

JACICセッションのパネリスト

　JACICセッションの参加者は国際会議参加者と併せて
250名を数えました。関係するJACICのサイトは以下の
とおりです。

http://www.jacic.or.jp/kouryu/index.html
なお、2014年1月発行予定の「JACIC情報109号」で、

JCCBEI2013とJACICセッションの詳細をご紹介する予
定です。ぜひご一読ください。（8ページもご覧ください）

（国際プロジェクトチーム　河内　康）

http://www.jacic.or.jp/kouryu/index.html
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Photog-CAD Ver.2 発売と改良内容のお知らせ
　Photog-CADは2006年の開発以来改良に努め、2010年

にVer.1.3.8をリリースしました。このバージョンは2012

年10月の国土交通省防災課からの事務連絡を受けて、さ

らなる普及を図るべく、無料貸し出しモニターキャン

ペーンで広くお試しいただいています。　

これと並行して、2010年以後の利用環境の変化や、ユー

ザの皆様のご意見・ご要望にお応えして、安定性と操作

性、および利便性向上のための改良を行ってまいりまし

たが、このほど完成し、Photog-CAD Ver.2として11月5

日より発売を開始しています。 

◆　改良内容
主な改良点は、

1．Windows7の64ビットに対応

 （XP, Vista, 7の32ビットにも引き続き対応）

2．3次元TINデータエクスポート機能の付加

3．カメラパラメータの不整合時のエラー表示

4． USBキーでのセキュリティ対策とライセンス管理

など16点です。

全ての改良点について、作業フローと運用・保守に分

けて各項目との関係性を図示すると次のとおりです。

◆　地形モデルのファイル出力
特に、3次元地形データモデルのTIN（triangulated 

irregular network）の出力については、ご要望の多かっ

たところです。この機能は、写真測量データをもとにモ

デル化されたTINデータを外部にファイル出力するもの

で、出力されたTINデータは、3次元CAD等ソフトに取

り込むことにより、災害復旧事業以外の用途にも活用す

ることが可能になります。

ま た、 国 土 交 通 省 が 推 進 す るCIM（Construction 

Information Modeling）に関連して、土木インフラの3次元

モデルの背景となる地形や、既存施設の3次元モデルの手

軽な作成方法としても活用が期待できると考えています。

3次元地形モデル出力、利用イメージ

◆　機能改良のご要望と取り組み
　ヒアリングによる調査では、機能改良のご要望として、

垂直に立っていないポールの垂直補正と、垂直ポールと

マーカを不要とする処理を希望する声があり

ました。

これらへの対応は、技術的な難易度が高いた

め、今後の測量・計測技術動向を注視しつつ、

Photog-CADの頒布・利用状況も鑑みながら、

利用者のご期待にできる限りお応えできるよ

う検討していきたいと考えています。

今後、継続してPhotog-CADに関するご意見・

ご要望をユーザの皆様からいただいて、より

「使いやすく、使いたい、使えるソフトウェア」

に改良し、普及活動を行っていきますのでご支

援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）

ニュースと解説

16の改良点と作業フロー・機能との関係図
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平成25年度全国自治体版標準土木積算システム等担当者会議開催報告
平成25年11月15日（金）に平成25年度全国自治体版標

準土木積算システム等担当者会議（以下「積算担当者会
議」という）が京都市（職員会館かもがわ）において開
催されましたので報告します。

1．はじめに
積算担当者会議は、Web版土木積算システムを導入

している地方自治体が効率的にシステムを維持・運用す
るために必要な情報の収集・交換等を行うため、平成5
年度より、毎年度1回 開催されている会議です。

本年度は、県・政令市・建設技術センター等が参加し
ました。参加した10団体にJACICも交えて、本年度も活
発な意見交換が行われました。

2．積算システム担当者会議の内容
①要望事項に対する回答

事前に提出していただいた各団体からの要望事項に対
してJACICから回答を行いました。

要望事項の内容としては、大きく以下の3点に分けら
れます。

・制度上の変更に対応するための機能
・積算ミス防止のための機能
・積算システムを使いやすくするための機能
それぞれについて、どのような要望があったか、要点

を説明します。
制度上の変更に対応するための機能としては、消費税

率変更に伴うシステム改良があります。
積算ミス防止のための機能としては、雛形設計書の登

録機能や帳票への出力項目の詳細化等があります。
積算システムを使いやすくするための機能としては、

ネットワーク環境の整備やメモリー拡張等の積算システ
ムの動作に関するものや数量の自動集計機能等の機能強
化に関するものがあります。

全24項目の要望事項についてJACICで検討した結果を
回答し、意見交換行いました。

今後、要望の中で、全てのユーザーの機能向上に資す
るものについては、標準機能として改良を行っていく予
定です。

②JACICからの情報提供
JACICからの情報提供として、以下の2題について発

表を行いました。
1）災害査定復旧事業
 　JACIC職員が、災害復旧事業関係法令や負担法の目
的・災害の定義、事業継続計画（BCP）等について説
明しました。
 　災害復旧事業や事業継続計画（BCP）については、
参加した各自治体とも現在取り組んでいるとのことで
熱心に聴講していただきました。

2）災害査定復旧効率化支援システム-Photog-CAD-
 　JACIC開発の「Photog-CAD」について、実際の使
用例を交えながら説明を行いました。
 　国土交通省から認定されたこともあり、参加された
皆さんに興味を持っていただけたと感じました。

3．おわりに
積算担当者会議を終えて、今現在、どのような要望が

あり、また今後、どのように積算の効率化やミスの防止
を図っていけばいいか、貴重なご意見を聞けたと思って
います。

また、ユーザーのご意見が聞ける場として、積算担当
者会議は、非常に有意義なものであると考えています。

（積算システムセンター　研究員　中村拓也）
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土木電算連絡協議会　第45回全国大会でJACICから特別講演
1．土木電算連絡協議会について
  土木電算連絡協議会は、土木積算など電算化の推進に
係る研究会や関係機関との情報交換・収集及び啓発活動
を行う目的で設立され、構成団体は昭和47年の6団体か
らスタートして、現在は全都道府県、全政令指定市から
なる67団体で活動しています。
　土木電算連絡協議会の活動範囲は、全国大会における
各種講演会の開催、分科会での各自治体の取り組みの発
表、全国に広がる会員の機動力を活かした全国調査等、
多岐におよんでいます。また、情報共有サイトを運営す
るとともに、国土交通省に対してCALS/EC等情報シス
テム構築支援についての要望活動も行っています。

2．第45回全国大会について
　全国大会は構成団体の持ち回り制で行われ、今年の担
当は福岡市でした。会場となった福岡ガーデンパレスホ
テルでは、120名を超える出席者が10月31日と11月1日の
2日間にわたって、積算、CALS/EC等について熱い討
議を交わしました。来年は、青森県での開催が予定され、
担当される青森県の課長さんから次回開催団体として挨
拶がありました。

3．分科会活動について
　各構成団体は、3つの分科会に分かれて土木電算連絡
協議会の課題である、①CALS/EC（電子成果の利活用・
他システムとの連携等）、②CALS/EC（市町村支援の
取り組み等）、③積算システム関連（違算防止対策等）
について討議しました。

4．講演について
　本大会では、①「施工パッケージ型積算方式について」、
②「CALS/ECのこれまでとこれから」、③「国土交通
省におけるCIMの取り組みについて」の3つの講演が行
われました。
①施工パッケージ型積算方式について
　国土交通省大臣官房技術調査課の久保事業評価・保全
企画官が講演した「施工パッケージ型積算方式について」
では、施工パッケージ型積算方式の概要と特徴、土木工
事標準積算基準書について、入札・契約図書類における
留意事項、設計変更についての説明がありました。施工
パッケージ型積算は、国土交通省では既に導入済みです

が、現在、移行途中の段階にある各地方公共団体から熱
心な質問等がされていました。

②CALS/ECのこれまでとこれから
　JACICの三橋から「CALS/ECのこれまでとこれから」
と題して、CALS/ECについて、標準化について、「電
子納品のモデル案と考え方」について、「SXFデータ作
成要領」について、2013年度からの社会基盤情報標準化
委員会について、CIMについて、講演しました。1996年
の建設CALS整備基本構想を起点として、今日のCIMに
至るまでの建設省、国土交通省の情報化施策の流れを追
いながら、地方公共団体の情報標準化に対する国のとら
え方の変遷について説明することが出来ました。

③国土交通省におけるCIMの取り組みについて
国土交通省大臣官房技術調査課の本村技術管理係長か

ら、国土交通省のCIMに関する施策について話がありま
した。

ＣＡＬＳ／ＥＣのこれまでとこれから

（一財）日本建設情報総合センター

研究開発部 部長 三橋 勝彦

平成25年10月31日

ホテル福岡ガーデンパレス

土木電算連絡協議会 第４５回全国会議

5．終わりに
　講演後の質疑応答や、その後の意見交換会を通じて、
各都道府県、各政令指定市が情報化のために並々ならぬ
労力を費やし、特に各都道府県下の市町村に対する電子
納品等情報化の指導を大きな課題としてとらえているこ
とが分かりました。
　かつて、国がCALS/ECの地方展開として全国の地方
公共団体への浸透を図った頃の課題は、今なお、少し形
を変えて各都道府県と市町村の間に存在し続けているこ
とに気付いたことは大きな収穫でした。

（研究開発部長　三橋勝彦）
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1．各地の建設技術展
10月に各地で建設技術展が開催されました。JACICで

はこれらの建設技術展に出展して、事業の普及活動を行
いました。ここでは、次の3つの技術展について、その
概要を報告します。

2．建設技術フェア 2013 in 中部
第17回となる「建設技術フェア2013 in中部」が、中

部地方整備局を中心とする実行委員会により、10月24日・
25日に開催されました。

今回は会場が「吹上ホール」に移され、また、建設副
産物リサイクル広報推進会議による「建設リサイクル技
術発表会・技術展示会」が同時開催されました。会場で
は約200ブースが設置され、また、特別講演やプレゼン
テーション、体験コーナーなど大規模なイベントとなり、
大勢の来場者がありました。

JACIC中部地方センターは、この実行委員会の構成メ
ンバーでもあり、「環境・リサイクル」のブースで副産物・
発生土システムとPhotog-CADを中心に出展しました。
パネルやパンフレットによる広報に加え、パソコンでの
デモンストレーションを行い、来訪者の中には興味を持
たれ自ら操作される方もおりました。

写真-1　 JACICの展示ブース（中部）

3．九州建設技術フォーラム2013
九州建設技術フォーラム2013は、開催10周年企画とし

て、10月28日・29日の2日にわたって、「福岡国際会議場」
において開催されました。来場者数も昨年よりも増えて、
充実した2日間となりました。

JACIC九州地方センターでは、Photog-CAD、CIM、
施工パッケージ型積算システム及び副産物・発生土シス
テムについてパネル、パソコン等を使って説明して、資
料をお渡ししました。

副産物・発生土システムについては、プレゼンテーショ
ンも行いました。プレゼン後にブースに説明を聞きに来
られた方もおり、JACICの広報とともに来場者の方から
様々なご意見もいただけたフォーラムとなりました。

写真-2　テープカット（九州）

4．建設技術展 2013 近畿
建設技術展2013近畿は10月30日・31日に開催されまし

た。「マイドームおおさか」の1階から3階のフロアーに
おいて、展示や講演のほか、橋梁模型製作コンテストな
ども行われました。閉会式ではコンテストの表彰も行わ
れ、大変賑わった技術展でした。

JACIC近畿地方センターでは、Photog-CAD、CIM、
及び副産物・発生土システムを中心に出展しました。パ
ネル展示やプロジェクター等を利用して説明を行うとと
もに資料をお渡ししました。JACICのブースに200名以
上の方に来訪いただき、多くの方にJACICの事業に関心
を持っていただけた技術展となりました。

写真-3　 JACICの展示ブース（近畿）

 
（建設副産物情報センター　田山成一　小山淳）

JACIC便り

10月に開催された建設技術展への参加報告 
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　JACICはこれまでも海外からの研修団を受け入れて来
ました。研修生は、CALS／EC関連技術としての電子
入札やコリンズ・テクリスシステムなどを勉強にやって
くるアジアの人たちです。

1．今回はベトナム国
　今回は10月24日（木）にJICA関連の平成25年度（国別
研修）ベトナム国「建設・建築工事品質確保研修」とい
うプログラムを通じて、ベトナムの研修生を受け入れま
した。
　全8日のプログラムを通じてインフラ工事の品質確保
のため多くの講義と現場研修が組まれた研修プログラム
の一環であり、国土交通省において日本の「建設工事品
質確保のしくみ」について講義を受けたあと、そのツー
ルのひとつである「コリンズ・テクリスシステム」につ
いて、JACICに勉強に来られました。

2．研修団のメンバー
　JACICの会議室に来られたのは、ベトナム建設省工事
品質検査局のグエン・スワン・フォン課長補佐をリーダー
とする11名、これに「JICAベトナム国インフラ工事品
質確保能力向上プロジェクト」の専門家として、ベトナ
ムの「土木技術者協会品質管理部長」のチャン・タンソ
ン教授、そして独立行政法人国際協力機構の研修管理人

（日本人）1名、通訳の計15人です。

西牧センター長のプレゼンテーション

3．プレゼンテーションと質疑
　JACICではコリンズ・テクリスセンターの西牧セン
ター長がコリンズ・テクリスシステムの仕組みと料金体

系について、プレゼンテーションを行いました。日本語
とベトナム語間の逐語通訳のもとで、合計2時間の講義
をし、そのうえで1時間以上の質疑応答を行いました。

プレゼン資料の一部から
　
　チャン・タンソン教授は、自らコリンズ・テクリスシ
ステムの仕組みや料金体系について、突っ込んだ質問を
繰り返しされました。
　ベトナムでは、建設会社の企業ごとのデータベースを
考えておられたようで、日本のコリンズシステムのよう
に、工事ごとに1本ずつ登録するが、検索する時は企業
単位で一覧表を出せる仕組みというものを初めて知って
感銘を受けておられるようでした。

グエン・スワン・フォン氏より記念品

　（経営企画部次長　河内康）

JACIC便り

ベトナムのJICA研修生の受け入れ報告
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地方便り

北海道地方センター活動報告
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・
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25年度の主な活動報告を
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25年10月現在、北海道の全179市町村の内、約
14.5％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、市で51.4％、
町村では約5.6％となっています。平成25年度はシステ
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。

■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、その受験準備講習会を7月26日
（金）、札幌市の北海道経済センターにおいて開催しまし
た。講習会では、設計業務等の最近の課題や施策を中心
に受験に役立つ情報を解説していますが、北海道地区で
は、約180名の方が受講されました。

平成25年度の資格試験は、11月10日（日）、札幌市内
の情報専門学校において、実施されました。

札幌でのRCCM講習会の様子

■電子入札コアシステム
□北海道の普及状況

北海道内では国の機関や北海道、札幌市と岩見沢市で
運用していますが、道内における市町村の共同利用及び
単独利用の導入率は非常に低い状況です。
□北海道地方コアシステムブロック会議の開催

平成25年7月17日に、「平成25年度北海道地方コアシス
テム連絡会議」を札幌市内で開催しました。

北海道、札幌市、岩見沢市、北海道開発局の電子入札
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意見交換をしました。

■広報活動
□Photog-CADの広報活動

平成25年5月29日に、「平成25年度北海道地区災害復旧
技術講習会」を建設コンサルタント及び測量設計会社等
の実務担当者を対象として開催しました。講習会では災
害復旧事業費申請業務の支援ツールとしてのPhotog-
CAD（災害復旧効率化支援システム）の紹介とモニター
募集について説明を行いました。

 札幌でのPhotog-CAD説明の様子

平成25年10月23日に、日胆地区測量設計協会主催によ
る「平成25年度委託業務技術研修会」が測量設計会社の
経営者及び実務担当者を対象として開催されました。講
習会では災害復旧効率化支援システムPhotog-CADの紹
介とモニター募集について説明を行いました。
 

室蘭でのPhotog-CAD説明の様子

　　　　　　　（北海道地方センター長　草開良視）
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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わ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 Windows 8.1 や Internet 
Explorer 11に対応していますか。

Windows 8.1及びInternet Explorer 11は、現在のところ国土交通省電子入札システムの稼働
環境に採用されておりません。
国土交通省電子入札システム稼働環境への採用準備が整いましたらe-BISCセンターホーム
ページにてお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。
なお、Windows 7環境の電子入札端末においてはInternet Explorer 11の自動アップデート
を回避する対処をお勧めします。詳細はマイクロソフト社の下記ページをご覧ください。

「Internet Explorer 11 自動配布の無効化ツールキット」
（参照先URL　http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=40722）

工事・業務

新入札方式「一般競争入札（同
時提出型）」について、システ
ム操作上の注意点を教えてく
ださい。

「一般競争入札（同時提出型）」は、平成25年度 電子入札システム機能改良により11月19日
に追加・運用開始されました。当該方式では技術提案書と入札書を一連の操作によって同時
に提出しますので、入札書の締切り日時に対して十分余裕をもったシステム操作を行うよう
にご留意ください。
なお、「一般競争入札（同時提出型）」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/j1-131119.pdf）

国土交通省電子入札

JACIC情報109号の予告
　「JACIC情報」は、JACICが年2回発行している機関誌です。今回の109号は2014年1月の発行予定で、「建設情報の国
際化」を特集します。
　今般、土木学会土木情報学委員会とアジア土木情報学グループ（AGCEI）が共催する「土木建築情報学国際会議」
が立ち上がりました。この第1回国際会議が2013年11月に東京で開催され、BIMやCIMをはじめ、世界各国における建
設情報に関するさまざまな最先端の取組みが報告されました。今回の109号では、この国際会議のレポートを軸に、建
設情報の国際化に関する国土交通省や民間の動き等について、最新の情報を提供する予定です。

【主な内容】
■巻頭言	 高知工科大学　草柳　俊二　教授
■特別寄稿	 大阪大学大学院　矢吹　信喜　教授
	 一般財団法人　日本建設情報総合センター　藤森　祥弘　審議役
■第一回土木建築情報学国際会議レポート
■国土交通省の取組み
■民間企業の取組み

　バックナンバーの紹介や、購入の申し込みは以下のページで受け付けています。
　　　　バックナンバー紹介　　http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
　　　　購入の申し込み　　　　http://www.jacic.or.jp/books/

（e-BISCセンター　参事　堀　喜一）

JACIC通信

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