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新年、明けましておめでとうございます。

皆様には、日頃より当センターの事業に対し、深いご
理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、昨年平成25年は、久しぶりに建設投資見通しが
49兆円を超え、建設関係者にとりまして久しぶりのフォ
ローの風が吹き、一息つけた一年であったかと存じます。
当センターは一昨年スリム化した組織が順調に動き出し
たのに加え、引き続きの業務効率化努力によりまして、
納得のゆく一年でした。
当センターは、『建設生産プロセス全体の生産性向上

（建設産業の健全な育成も包含）と、社会資本サービス
の向上に不可欠なツールを駆使して、国土交通省が所管
する社会基盤インフラの整備および管理に関する業務を
的確に補佐し、代替する組織』であると認識しておりま
す。
当センターを取り巻く新しい環境を簡単なフレーズで
表現するとしたら、
①�大量データ（コリンズ・テクリスデータ、電子納品
データなど）の利活用、
②本格的な維持管理時代の到来、
③建設産業の海外展開支援、
④�建設生産プロセス全体の生産性向上のツールとして
脚光を浴びていますCIMの試行、
等でありましょうか。
このような新しい環境を念頭に、平成26年の当セン
ターのやるべき事柄を簡単に展望してみたいと思いま
す。

・�昨年は、メンテナンス元年と呼ばれ、公共施設の老朽
化と更新に本格的な議論が開始されましたが、JACIC
としても出来ることは何かを考え始めた年でありまし
た。発注者による入札時の企業実績などのチェックを
目的に作られたコリンズ・テクリスデータは、今後の

本格的維持管理にも利用できるように登録内容を見直
すことが求められるでしょうし、また電子入札時に添
付される工事内訳書を落札者のみならず応札者すべて
のデータを次の積算に反映させていくシステムの検討
が必要になりますし、電子納品、特に構造物の設計関
係データをコリンズデータや日々の維持管理データな
どと整合がとれた利活用しやすいシステムにどのよう
に納め、施設管理に活かしていくのか。重要で、興味
深いテーマが沢山あります。
　�　なお、コリンズ・テクリスデータは平成6年、7年にそ
れぞれ登録が開始され、現在までの登録数は500万件
を突破しました。電子化されたデータとして質・量と
も建設生産プロセス全体の生産性向上のための管理シ
ステムの中心に位置づけられるものと考えております。
・�東日本大震災関連需要を除けば、中長期的に国内の建
設需要が低迷する中、産業界はようやく海外展開へ目
を向けだした感があります。そのような背景を受け、
当センターにも産業界の海外展開支援のための組織を
立ち上げ、企業の海外進出に少しでもお役に立ちたい
と考えております。特に、日本国からの援助資金のな
い完全PPP案件の立ち上げ時のアドバイザー支援に力
点を置いて参ります。
・�CIMで先行する海外の先進国との情報の交換などによ
り、効率よく、かつ速やかに我が国におけるCIMが定
着するよう支援してまいりたい。
・�当センターが災害復旧用に開発したPhotog-CADの使
用の拡大と併せ、災害復旧のみならず、例えば、法面
土工における現地地形の把握・出来高確認のツールへ
の転用など、利用の拡大の可能性にチャレンジしてま
いりたい。
　
以上のように、社会のニーズに応じ必要な情報技術を
もって社会貢献をしてまいります。今年もよろしくお願
い申し上げます。　

新 年 の ご 挨 拶
理事長　門松　武
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JACIC平成25年５大ニュース

1.　建設生産システムの新しいフェーズ
国土交通省で提唱しているCIMについては、JACIC他

11団体が加盟する「技術検討会」が24年度報告書を出し

て、政府に長期計画の策定など幾つかの提案を行いまし

た。またJACICが事務局となっている「社会基盤情報標

準化委員会」は第5期を迎え、テーマ自体を公募するなど、

今年は大きく体制を変えました。さらにCALS/EC資格

の登録が建コン協からJACICに移りましたが、約900名

の登録更新がありました。刻々と変わりつつある建設情

報の世界の中でJACICも次々と新しい対応をしています。

三次元鉄筋干渉チェック
（ICCBEIのJACICセッション資料より）

2.　各システムの利用過去数年間で最大
平成25年度は建設工事額が増え、「建設投資見通し」も

49兆円超が予想されています。この好況を受けてJACIC

各システムの利用も伸びています。入札情報サービス（統

合PPI）は、1日のアクセス数が初めて3万件超を記録し

ました。コリンズ登録数は11月末現在18万件と過去5年

間で最大になっています。また建設副産物システムへの

登録工事件数も昨年より増加しました。

3.　JACICの国際活動本格化
昨年まで単独で開催していた「アジア建設IT円卓会

議」を発展的に解消し、今年度JACICは「第1回土木建

築情報学国際会議（ICCBEI2013）」の中で「JACICセッ

ション」を行いました。また10月には日本の建設分野の

海外進出に貢献すべく「海外支援室」を新たに創設する

など、新たな形での国際活動を開始しました。

�

ICCBEI2013の開会式

4.　新しい積算体系のひろがり
国土交通省で昨年度から導入された「施工パッケージ

型積算」方式に関しては、いち早く地方自治体にも普及

する勢いを見せています。JACICが自治体向けにサービ

スを開始した「施工パッケージ型」積算方式対応のシス

テムについて既に5府県が使用を開始しました。また震

災関連で東北地方において適用するインフレスライド条

項などに対応出来るようにシステムを改良しました。

5.　豪雨災害被災地でPhotog-CADの活用拡大
平成25年は、各地で豪雨災害があり、これらの現場に

おいて、Photog-CADの活用が拡大しました。7月の萩

市では国土交通省TEC-FORCEの活動を支援しました。

8月には鳥取県からの要請で被災地に職員を派遣、デー

タを本部に転送して処理する新しい活用方法を実証しま

した。また4月にはPhotog-CADの商標を登録し、無料

試用キャンペーンとして1,700セットを配布しました。

上記内容は、JACICnews4月号～12月号の各号に関連

の詳細記事があります。ご参照ください。

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

（広報グループ長　河内康）

ニュースと解説

JACICにおける平成25年1月～12月に掛けてのニュースを5項目にまとめてみました。

http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/
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CIMコーナー

米国におけるBIM/CIMの取組について
「米国CIM技術調査」への参加

1.　はじめに
　平成24年度より、我が国の建設生産システムに
Building�Information�Modeling；BIM等の要素に加え、
これまでのICTに係る取組を踏まえた考え方として
Construction� Information�Modeling/Management；
CIMが進められつつある。
　ここでは、平成25年9月23日から同年9月27日にかけて
「米国CIM技術調査団（主催：公益社団法人　土木学会）」
として行った、米国におけるBIM/CIMの先駆的・先進
的活用事例、活用するための人材育成と費用対効果等よ
り抜粋して報告する。

2.　調査目的、日程等
（1）調査目的
　米国CIM技術調査団の目的を次に列挙する。
　・建設生産システム合理化の方向性
　・国際標準化の方向性
　・社会資本の運用・維持管理段階でのCIM活用方策
　・米国CIM実務者との協調関係の構築
　・�CIMの導入実績が豊富な米国で普及推進する政府関

係者、研究分野とする学術関係者、導入実績が豊富
な建設コンサルタントや施工会社との意見交換、実
務事情調査、課題整理

（2）日程、意見交換、発表内容　等
　調査日程を下表に示す。
（3）調査団員
　土木学会�土木情報学委員長�矢吹信喜教授（大阪大学）
を団長とし、産学官より総勢8名が参加した。

3.　調査概要
（1）米国コネチカット州道路局
　総工費2,000億円、約112kmの高速道路と3カ所のイン
ターチェンジの道路プロジェクトにBIM/CIMを導入す
るため2億円を投資している※1。従来の2次元図面を主体

とした設計照査、工程管理の基となる作業分割、工程上
のクリティカルパスとボトルネックの洗い出しには、熟
練技術者の相当なる工数と時間が必要になることは簡単
に想像することができる。そこで、計画段階において2
次元図面と3次元を組み合わせた統合モデルを利用して、
設計照査を行うとともに、関係者間で情報共有を行い工
程上のクリティカルパスとボトルネックの検証を実施した。

（2）スタンフォード大学
　BIM/CIMを扱う技術者への教育プログラムとして
Center� for�Integrated�Facility�Engineering（CIFI）が
設立されている、CIFIでは、「BIMマネージャ」と呼ば
れる、生産プロセスにおいてBIMを扱う技術者の育成を
目的として、BIMを適用する目的、既存プロセスの変化、
費用対効果等に関する教育と研究を実施している。
　実施している教育・訓練プログラム※2には、在学生用
のプログラムに加え、CIFIと協賛企業による戦略的プ
ロジェクトソリューションがある。

4.　おわりに
　米国におけるCIM/BIM技術の活用は、他産業に比べ
低い労働生産性を改善するためのひとつの手段であり、
日本の自動車産業において顧客満足等を優先する「リー
ン哲学（Lean�Philosophy）」を参考に研究等を実施して
きているとの事であった。

※1　http://www.i95newhaven.com/contractor/
※2　CIFE/SPS�VDC�Certificate�Program,�http://cife.stanford.edu/VDCProgram （研究開発部　主任研究員　影山輝彰）

日付 訪問先 氏名 意見交換、発表内容　等

9/23 MercuryNYC
会議室

Doug�Eberhard ・米国におけるCIM/BIMの導入事例
Sr�Director�ENI�Sales�Development�Autodesk ・WTC再開発現場における工程管理、意匠・景観設計
Christopher�Santulli,�P.E. ・NY市建築許可申請におけるBIMの活用事例Assistant�Commissioner�Engineering�&�Safety�Operations
Jay�Mezher,�AIA ・PEにおけるVDC（Virtual�Design�and�Construction）ならびにBIMの取り組み

Global�VDC�Director,�Parsons�Brinckehoff ・VDCの実施体制とプロジェクトプロセス
・WTC再開発現場における工程管理、意匠・景観設計

9/24 WTC駅 視　察

9/25
イリノイ大学
アーバナ・

シャンペーン校

Prof.Nora�El-Gohary ・BIMを利用した資材等の自動検査に関する研究
Construction�Management�Group ・BIMを利用した関係者間の情報共有に関する研究
Prof.Mani�Golparvar-Fard ・土木分野における写真計測技術に関する研究

Construction�Management�Group ・デジタル写真を利用した構造物の点群データ作成に関する研究
・画像処理技術を応用した安全管理に関する研究

Bii�East,�PhD,�P.E. ・アメリカ工兵隊での維持管理活用事例紹介
U.S.Army�Construction�Engineering�Research ・データ定義（IFC）と維持管理における活用（COBie）

9/26 Autodesk社 Molly�Graham ・橋梁架替工事における適用事例Senior�Project�Manager

9/27 スタンフォード
大学

John�Kunz ・BIMマネージャに関する教育プログラム
Executive�Director�Stanford�Center�for�Integrated�Facility�Engineering
（CIFE） ・BIMに関するワークショップ

Ken�Stowe ・BIM適用によるROIに関する分析結果と事例紹介Autodesk

http://www.i95newhaven.com/contractor/
http://cife.stanford.edu/VDCProgram
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JACIC便り

第15回建設情報研究所研究発表会　開催報告
JACICは、平成25年11月14日（木）10：00～12：30、
港区乃木會舘において、「第15回建設情報研究所研究発
表会」を開催しました。
この発表会はJACICが建設情報の分野で自ら研究して
いる最新の成果を報告する場として平成11年度より行っ
てきたイベントです。
今回は、106名の参加者を集め、6人のJACIC職員がそ
れぞれ15分ずつ発表しました。その内容を以下に報告し
ます。

1.　坪香所長より概要の説明
門松理事長の開会挨拶のあと、はじめに建設情報研究
所の坪香所長（JACIC理事）より「JACICの研究動向」
についての概要説明があり、その後、個別の報告が5本
ありました。

坪香所長からの概要説明

2.　コリンズテクリスデータの利用
JACICに蓄積されているコリンズ・テクリスのデータ
を、統計データとして利活用出来ないかという新たな研
究がJACIC内で進められています。
このテーマについて、研究所鈴木興道首席研究員より

「工事データに関するコリンズデータの捕捉性・網羅性
は、数ある工事関係指標の中でも特にすぐれている」と
いうことをグラフ等で解説しました。
そして、その平均請負金額（ロット）が今年度上昇傾
向にあることについて説明しました。

3.　CIMに関する米国調査報告から
BIM・CIMの最前線を調査する目的で平成25年9月に
土木学会土木情報学委員会で米国調査が実施されまし
た。これに参加した研究開発部の影山輝彰主任研究員よ

り報告があり、その中では、「米国ではBIMの活用は進
んでいるが、維持管理フェーズまで含めた『大きな
BIM』の実現にはまだ至っていない」という指摘があり
ました。（P3に関連記事）

4.　社会基盤情報標準化委員会の新しい活動体制
平成25年度より社会基盤情報標準化委員会の体制が変
わりました。これまで3年間のテーマについては事務局
で原案を作成していましたが、これに代え、小委員会の
メンバーとテーマを公募するようにしました。研究開発
部原研究員から、今回5つのテーマが本委員会で承認さ
れたことについて、報告がありました。

5.　Photog-CADの普及と今後の展開
災害査定支援システムPhotog-CADについてJACICは
平成25年4月に商標登録をするとともに、1000人の無料
モニター募集のキャンペーン活動を行いました。また8
月・9月の豪雨災害での実際の現場での使用を踏まえた
運用方法や改良点が見えてきたことについて、システム
エンジニアリング部宮本勝則主任研究員より報告があり
ました。

6.　地方自治体向けの積算システム
積算システムセンター芦澤主任研究員からは、最近の
新しい積算方式に関する自治体の動きに対するJACICの
対応について報告されました。

7.　国際会議ICCBEIへの参画
国際協力に関するプロジェクトチームの海津優リー
ダーからは、平成25年11月に、土木学会土木情報学委員
会とAGCEIというアジア各国の研究者によるグループが
共催した「第1回土木建築情報学国際会議（ICCBEI2013）」
に、JACICは実行委員会の一員として参加し、JACIC
セッションを運営したという説明がありました。

これらの講演の内容に関しては、以下のJACICのサイ
トにおいて動画配信・資料提供をしています。是非ご覧
下さい。
http://www.jacic.or.jp/kenkyu/15/15.html

（経営企画部次長　河内康）

http://www.jacic.or.jp/kenkyu/15/15.html
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JACICでは、平成10年度から情報技術を活用し建設マ

ネジメント技術の向上に資するような「建設分野の情報

化の企画・提案・標準化に関する研究」や「建設分野の

各種業務の情報化に関する研究」を行う研究者を対象と

して研究助成を行っております。

平成25年11月14日（木）、乃木會舘で第11回研究助成

事業成果報告会を月尾嘉男審査委員の参加を得て開催致

しました。本報告会は、平成23～24年度に研究助成した

11件の内8件について報告をいただきました。

技術用語に関する研究では、土木学会の佐藤郁さんか

ら「土木分野の専門用語辞書における見出し語と定義文

の収集分析および共同編集システムの実用化に関する研

究」と題して、論文執筆時など、用語の正式な定義が見

つからずに苦労することが多い土木分野の正確な知識を

探し出す手がかりとして、一般に提供するための専門用

語辞書の適切な内容および条件についての報告がありま

した。

建設現場における出来形管理に関する研究では、阪南

大学の北川悦司さんから、「3次元CADデータを用いた

TS出来形管理の高度化に関する研究」と題して2次元

CADデータからTSによる3次元CADデータへの移行に

伴い3次元CADデータの特性を活かした出来形管理手法

についての報告がありました。

理事長の挨拶

災害に関係する地震、津波、廃棄物、復興に関する研

究では、愛媛大学の竹田正彦さんから「災害時における

行政機関の防災業務システム等の高度化に関する研究」

と題して、災害時の効果的な情報収集・整理・情報発信

について、また香川大学の山中稔さんからは東北地方太

平洋沖地震による公表被害データを基に「南海トラフの

巨大地震を想定した津波災害廃棄物発生量の推定」につ

いて、さらに宮城大学の物部寛太郎さんからはフリーで

提供されている地図ソフトウェアを活用した「GISを用

いた社会資本台帳の構築と活用による震災復興支援に関

する研究」の報告がそれぞれありました。

研究者のプレゼンテーション

アセットマネジメント、情報共有、維持管理や図面の

情報管理に関する研究では、東京大学の岡本義秀さんか

ら「クラウド技術を活用した電子納品成果の円滑な流通

促進に関する研究」について、また東京農業大学の山崎

元也さんからは「道路業務プロセスモデルを用いた維持

管理用3Dデータモデル利活用に関する基礎的研究」と

題して舗装点検結果と管理用図面であるCADやDBとの

連携についての報告がありました。

報告書の内容は、JACICの下記ホームページで公開し

ていますのでご覧下さい。

http://www.jacic.or.jp/movie/josei/index_2013.html

　

（経営企画部　上席参事　落合清二）

JACIC便り

第11回研究助成事業成果報告会　開催報告

http://www.jacic.or.jp/movie/josei/index_2013.html
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（一財）日本建設情報総合センターのコリンズ（工事
実績登録）システムに登録された公共事業の工事着手件
数の各月推移を表－1に示した。25年度は、24年度大型
補正予算の本格的実施や震災復興事業の促進等が相まっ
て、25年11月末までの累計件数の前年同期比は、合計で
119％という伸び率を示している。因みに、請負金総額
の前年同期比では、特に国交省が148%の高い伸び率と
なり、案件の平均請負金額が増加していることを示して

いる。これを発注機関別、請負金額別にみると、図－2
に示すように国交省では5,000万円以上の大規模案件（緑
線）の増加が著しい。図－3に示す都道府県、図－4に示
す市町村では、大・中・小規模案件共に、ほぼ均等に増
加しており、堅調に推移している。しかし、国交省では
10月以降、大規模案件（緑線）が前年同期を下回り始め
ており、好調だった上半期に対して、下半期の減速が懸
念される。今後の発注動向を注視して行きたい。

JACIC便り

コリンズが示す工事の発注動向

（建設情報研究所　首席研究員　鈴木興道）

前年同期比%
表－1　工事着手件数の各月推移（平成25年11月末）
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発注機関 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 累計 件数 金額
国交省 2,048 1,464 1,372 1,635 1,246 1,240 1,146 630 10,781 132％ 148％
都道府県 8,549 3,608 5,506 8,210 8,493 11,110 14,350 9,027 80,167 133％ 115％
市町村 4,943 6,608 11,278 15,206 12,962 14,093 17,633 15,408 98,131 110％ 122％
その他 1,165 969 1,034 1,394 1,337 1,499 1,874 1,324 10,596 113％ 145％
（合計） 16,705 12,649 19,190 26,445 24,038 27,942 35,003 26,389 199,675 119％ 122％

図－1　コリンズ（工事）登録件数の推移

図－3　コリンズ（工事）（都道府県）登録件数の推移

図－2　コリンズ（工事）（国交省）登録件数の推移

図－4　コリンズ（工事）（市町村）登録件数の推移
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地方便り

東北地方センターの活動報告
　新年、あけましておめでとうございます。
　昨年6月号の「地方便り」に、東北地方センターの平
成25年度の主な活動予定等を紹介しましたので、今回は
その後の活動報告について、日付順で紹介いたします。

■【EE東北’13に出展」】
◇�平成25年6月5日（水）、6日（木）に夢メッセ宮城にお
いて開催されました「EE東北’13」に、本年もJACIC
は後援するとともに、Photg-CAD、建設副産物・発
生土交換システム、及びCIMを出展いたしました。

写真-1　JACICのブースの様子

■【RCCM資格試験受験準備講習会の開催】 
◇�平成25年7月23日（火）に、フォレスト仙台において
「RCCM資格試験受験準備講習会」を開催しました。
　�　本年度は、会場の関係で受講者の募集人員を昨年よ
り10名少ない約230名としたため、参加希望の多くの
皆様にお断りしましたこと、お詫び申し上げます。

　�　来年度も、同じ会場の予定ですが、できるだけ多く
の方々が受講できるように努力したいと考えておりま
すので、よろしくお願いします。

■【東北地方コアシステムブロック連絡会議】
◇�平成25年7月30日（火）に、仙台市内の「安全教育セ
ンター」において、電子入札コアシステムをご利用い
ただいている発注機関の皆様と、次の様な情報交換を
いたしました。
　　1）電子入札の進捗状況の紹介（各団体）
　　2）事前質問に関する意見交換（各団体・事務局）
　�　会議の議長は、山形県・県土整備部建設企画課の須
藤智主査にお願いし、活発な意見交換を行うことがで
きました。

写真-3　連絡会議の様子

■東北地方センターの連絡先　
　①住所　〒980-0011　
　　仙台市青葉区上杉三丁目3-21　上杉NSビル6階
　②案内図は次の東北地方センターHPをご覧ください。
　　http://www.jacic.or.jp/locality/touhoku/
　③連絡先
　　TEL：022-217-3231（※）
　　FAX：022-223-9673
　　E-mail：tohoku@jacic.or.jp
　　（※）コリンズテクリスの問い合わせ以外の電話番号です。

（東北地方センター長　葛西敏彦）

写真-2　講習会の様子

http://www.jacic.or.jp/locality/touhoku/
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■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

JACIC情報109号のご案内
「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、「土木情報学」という学問体系をめざす土木学
会土木情報学委員会と、アジアにおける建設IT分野
の国際会議運営組織である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
（ICCBEI）」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標準化
等に関するさまざまな最先端の取組みが報告されまし
た。

ICCBEIの会場風景

他方、社会・経済状況の変化による国内建設市場の縮
小から、建設産業の積極的海外展開やインフラシステム
輸出の重要性が指摘されています。
本号では、第1回国際会議のレポートを軸に、建設情
報の国際化や建設産業の海外展開に関する国土交通省の
取組みや民間企業の動きについて、また、海外建設市場
やプロジェクトの特徴について、最新の情報を紹介しま
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
（一財）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
基調講演　　　　　��　国土交通省　佐藤直良�顧問

JACICセッション記録
■国土交通省の取組み

総合政策局　海外プロジェクト推進課
道路局道路交通管理課

高度道路交通システム（ITS）推進室
■民間企業の取組み

（一社）海外建設協会
（一社）国際建設技術協会
ISO/TC258　国内委員会
3Dイノベイションズ

■JACICの活動から
東京大学　月尾嘉男�名誉教授

（一財）日本建設情報総合センター　坪香伸�理事
宮本勝則�主任研究員

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/

（経営企画部　参事　米田晴彦）

JACIC通信

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