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JACICでは1992年から提供しておりました「GISデー
タブック」を刷新し「CIMとGISのためのショーウィン
ドー」として、3月20日より下記サイトで一般公開しま
したのでご報告します。

　　http://www.gis.jacic.or.jp/cim_gis/

1．はじめに

JACIC では、日本の地理情報システムを紹介する「GIS
データブック」を、日本のGISソフトウェア・地図デー
タを俯瞰できる総合資料として、1992年から20年間に渡
り毎年刊行してきました。この「GISデータブック」は
官公庁・民間企業を始めとし、GIS導入や機能の向上を
検討されている様々な方々にご活用いただいておりました。

本年からはこれまでの利用者のご要望にもお応えして
従来のGIS分野に加え、さらに対象分野を広げ、本格的
に立ち上がりつつあるCIM分野に関するソフトウェア・
データについても関係機関・ベンダーから商品紹介原稿
を募集し収録しています。

また名称を「GISデータブック」から「CIMとGISの
ためのショーウィンドー」に変え、刊行物という形では
なく、誰でもWebブラウザにより無料で閲覧する形式
に改め、2014年3月より新たに開設することに致しまし
た。（旧GIS データブック2012インターネット版も閲覧
可能です。）

2．ショーウィンドーの仕組み
CIMとGISのためのショーウィンドーは、カテゴリ別・

提供団体別に対象の商品を絞り込み、目的の商品のWeb
カタログ・情報ページを表示するスタイルになっており
ます。サーバサイドの処理により原稿情報をRDB（リ
レーショナル・データベース）から読み込んで表示していま
す。WebカタログにはaxMag（http://www.axmag.com　
参照）　によるFlash Player版を採用しました。

これらの仕組みによりインターネット接続環境におい
て、パソコン以外の各社タブレット機器においても同様
に商品検索・カタログ表示することができます。

 
3．システムの構成

本ショーウィンドー公開に合わせ、提供サーバをクラ
ウド環境に移し運用の効率化を実施しました。本環境の
システム構成は以下のとおりです。
言語処理系 Ruby 1.9.3, ERB
Web Application
Framework

RubyOnRails 3.2.17

RDB MySQL 5.6 
Web Server IIS 7.5 + thin 1.6.2

本サーバは「GISひろば」や「災害復旧効率化支援シス
テムPhotog-CAD」等の既存のサイトもホストしています。

ページ表示確認は、Microsoft Internet Explorer 10、 
各社最新版（Google Chrome, Mozilla Firefox）、及びモ
バイル機器（Flash形式の代わりにHTML5形式で表示
します）ではApple社iOS環境、一部のAndroid OS環境
の標準ブラウザで実施しました。

4．まとめ
ショーウィンドーの感覚に近い簡潔なページ構成と軽

快なWebカタログ形式によりアクセシビリティの高い
コンテンツを作成することができました。また採用した
システム構成により今後の維持管理と派生開発コストを
抑えるコンテンツを作成しました。

今後は、関係機関・ベンダーからご提供頂きました商
品原稿の更新（新規追加・追加・削除）を定期的に行い、
日本のCIMとGISの今を提供していきます。

（研究開発部 主任研究員　橋爪宏之）

「CIMとGISのためのショーウィンドー」を開設
ニュースと解説

http://www.gis.jacic.or.jp/cim_gis/
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平成25年度RCCM資格試験合格発表

平成26年度RCCM資格試験受験準備講習会の実施

平成25年11月10日（日）に実施された平成25年度の
RCCM資格試験の結果が、平成26年2月28日（金）に（一社）
建設コンサルタンツ協会から発表されました。

受験者数は5,927名と昨年比で8.7%減少していますが、
合格者数は1,892名と昨年比で87%増加しています。合格
率は31.9%で昨年より16%高くなっています。なお、平
成3年度から平成25年度までの平均合格率は39.2%となっ
ています。

受験者数が最も多かったのは道路部門で1,474名、最
も少なかったのは廃棄物部門で13名でした。合格率が最
も高かったのは電力土木部門で62.1％、最も低かったの
は河川、砂防及び海岸・海洋部門で25.3%でした。平成3
年度から実施されてきたRCCM資格試験の合格者は累積
で合計48,509名になりました。

合格者の詳細はJACICのホームページ「各種試験予定・
結果」に掲載しています。

平成26年度RCCM資格試験受験準備講習会は、全国各
地で7・8月に開催します。講習会の案内は5月初めに
JACICホームページに掲載します。
●開催地・開催日・会場：下表参照
● 受講料：10,285円（税抜き価格9,524円）テキスト代込

み、昼食代含まず。
● 講習会の問合先：（一財）日本建設情報総合センター

RCCM講習会事務局（Tel. 03-3584-2404）
● 試験の問合先：（一社）建設コンサルタンツ協会RCCM資

格制度事務局（Tel. 03-3221-8855）

JACIC便り

部門別合格者数
部門名 受験者数 合格者数 合格率

河川、砂防及び海岸・海洋 796 201 25.3
港湾及び空港 156 50 32.1
電力土木 29 18 62.1
道路 1,474 379 25.7
鉄道 32 19 59.4
上水道及び工業用水道 272 97 35.7
下水道 326 108 33.1
農業土木 254 97 38.2
森林土木 119 44 37.0
造園 63 28 44.4
都市計画及び地方計画 220 77 35.0
地質 137 47 34.3
土質及び基礎 455 149 32.7
鋼構造及びコンクリート 688 281 40.8
トンネル 67 30 44.8
施工計画、施工設備及び積算 315 92 29.2
建設環境 201 53 26.4
機械 16 8 50.0
水産土木 41 20 48.8
電気電子 144 50 34.7
廃棄物 13 5 38.5
建設情報 109 39 35.8

合　　計 5,927 1,892 31.9

平成26年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場
№ 開催地 開催日 会場名 住所 TEL 定員
1 札　幌 7/24（木） 北海道経済センター 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 011-231-1122 250
2 仙　台 8/01（金） フォレスト仙台 仙台市青葉区柏木 1-2-45 022-271-9340 252
3 東京 1 7/23（水） 日本都市センター会館 千代田区平河町 2-4-1 03-3265-8211 400
4 東京 2 7/28（月） 日本都市センター会館 千代田区平河町 2-4-1 03-3265-8211 400
5 新　潟 7/25（金） 新潟県建設会館 新潟市中央区新光町 7 番地 5 025-285-7111 160
6 名古屋 7/31（木） 名古屋サンスカイルーム 名古屋市中区錦 1-18-22 052-201-3344 300
7 大　阪 7/29（火） 大阪 YMCA 国際文化センタ－ 大阪市西区土佐堀 1-5-6 06-6441-0893 300
8 広　島 7/29（火） メルパルク HIROSHIMA 広島市中区基町 6-36 082-222-8501 150

9 高　松 8/01（金） 香川県土木建設会館
（サン・イレブン高松） 高松市松福町 2-15-24 087-823-4550 140

10 福　岡 7/30（水） JR 博多シティ JR 九州ホール 福岡市博多区博多駅中央街 1-1 092-292-9258 320
11 沖　縄 7/24（木） 沖縄産業支援センター 那覇市字小禄 1831-1 098-859-6234 180

（経営企画部　参事　福島康博）
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1．はじめに
コリンズデータを用いて2012（平成24）年度の全国の

公共工事の状況を整理したので紹介します。対象範囲は
全国、対象期間は工期開始が2012年度中のもの、経年比
較のため2010～2011年度のデータも利用しました。なお、
2013年7月時点でデータの検索・整理をしたのでその後
の追加や変更は反映していません。また、500万円未満
の工事はコリンズ対象外のため、含まれていません。

2．発注機関別
2012年度における発注機関別の工事状況を図-1に示し

ます。図1上は工事件数、図1下は工事額で整理したもの
です。ここで地整等とは国の機関のうち全国8地方整備
局、北海道開発局、沖縄総合事務局です。他の発注機関
はコリンズ登録区分に従いました。

件数では、市町村が過半数（51.2％）であり、都道府
県（38.1％）、地整等（4.6％）が続き、これらで約94％
を占めます。金額では比率は減りますが市町村（36.4％）
が件数同様トップ、以下、都道府県（31.0％）、地整等

（13.5％）、公益民間企業（7.3％）です。これらで約88％
を占めます。

市町村工事は500万円未満の工事（コリンズ登録対象
外）も多く、実際の件数、金額は上記より多いはずです。
ちなみに2012年度の愛知県内の市町村（名古屋市を除く）
について入札情報サービスで落札額500万円未満の工事

の工事全体に占める割合を調べたところ、件数で
40.5％、金額で5.5％でした。

また、公益民間企業にはどのような機関が含まれてい
るのか、その内訳をみたのが図-2です。公益民間企業の
定義は必ずしも明確ではないものの、高速道路会社が件
数、金額ともに最も多く、これ以外に東京メトロ、日本郵
政、鉄道会社等が含まれていますが、これら機関の発注
工事全てが登録されているわけではないと思われます。

以上の結果は国交省が公表している「政府建設投資額」
18.86兆円（2012）の78.4％に相当しています。

3．経年変化
金額と件数について過去3カ年の経年変化を図-3に示

します。件数は3カ年では約25万～26万件／年、金額は
13.7兆円～14.8兆円／年。この間、金額は増加、件数は
微減しています。

4．まとめ
今後、関心のあるテーマを順次取り上げてコリンズ

データを利用した分析を紹介したいと考えています。
（建設情報研究所首席研究員　佐合純造）

コリンズからみた全国公共工事の概要（１）
―発注機関別でみた公共工事―
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図-1　全国公共工事件数と金額（コリンズ）（2012））
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JACICの海外事業～平成26年度も国際会議に派遣予定

1． 6月米国ICCCBE2014に論文参加予定
ICCCBE（International Conference on Conputing for 

Civil and Building Engineering;土木・建設分野の電子
利用に関する国際会議）は、建設情報分野における世界
最大の研究的会議であり、各大陸間持ち回りで2年毎に
開催されています。JACICはこの国際会議に2008年から
毎回職員を派遣して来ました。

平成26年（2014年）は、6月に米国フロリダ州オーラ
ンドで開催予定ですが、JACICからは4名出席予定です。
世界各国の建設情報分野における最新情報を収集すると
ともに、JACICを取り巻く日本の建設情報分野の状況や
研究を報告することで、世界の研究者と情報交換をして
います。JACICはこれを公益事業として行っております。
http://www.bcn.ufl.edu/ICCCBE2014/introduction.shtml

2．ICCCBEとICCBEI
この世界会議の下部にあたる会議が、ICCBEI（土木

建築情報学国際会議）です。上記ICCCBEが偶数年に開
催されることから、奇数年開催の国際会議を、米州では
米州で、欧州では欧州で開催されており、アジア版も昨
年2013年11月に第1回が開催されました。これが、ICCBEI
です。これらの会議の関係は以下のようなものになって
います。

 
3．会議の運営組織はAGCEI

ICCBEIには、全世界から参加できますが、主催者は、
土木学会土木情報学委員会とAGCEI（アジア土木建設
情報学グループ）という組織です。これは中国・韓国・
日本・シンガポール・香港・台湾・オーストラリアの7
ケ国・地域における大学の先生とJACIC理事長で構成さ
れています。JACICは平成24年度まで「アジア建設IT

円卓会議」を土木学会と共催して来ましたが、その関係
でICCBEIには準備段階から深く関与し、支援を行って
きました。第2回開催は平成27年5月に東京開催が決まっ
ています。（ICCBEI2015）

これらの活動は以下のホームページで詳しく見られます。
http://www.jacic.or.jp/kouryu/index.html　

4．国際PTを組織
JACICでは、プロジェクトチーム（国際PT）を組織

して、上記のようなイベントに対応しています。
JACICnewsでは、関連記事が2013年12月号、10月号、

9月号にも掲載されています。ご参照下さい。
http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/　

5．もうひとつの海外事業
1～4まではJACICの公益事業として行っている活動で

すが、昨年10月に設置した「海外支援室」は、「インフ
ラ輸出」を目指す日本の建設会社・コンサルタント企業
をサポートする事業を目指しています。

現在、コンサルタント各社と勉強会を行い、講演会等
を計画して、啓発活動を行っております。詳しくは、
JACIC news 2月号または、毎回の「初心者コーナー」
をご覧になって下さい。興味のある方のご連絡をお待ち
しています。
http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/pdf/jn297.pdf

　　（国際PTメンバー、海外支援室　河内康）

図1　ICCCBEとICCBEIの関係

図2　海外インフラ投資事業のイメージ

http://www.bcn.ufl.edu/ICCCBE2014/introduction.shtml
http://www.jacic.or.jp/kouryu/index.html
http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/
http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/pdf/jn297.pdf
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１．はじめに
政府が推進している海外インフラシステム輸出の課題

に関して、数回に亘り解説していきます。今回は、海外
インフラ「事業投資」に不可欠なプロジェクト・マネー
ジャーについて述べます。

2．2タイプのプロジェクト・マネージャー
図1は、新興国での道路BOT事業での事業実施までの

流れを示しています。BOT事業は、道路を建設（Build）
し、数十年に亘り料金徴収などの運営（Operate）管理
した後に、新興国政府に譲渡（Transfer）する形態の投
資事業です。

図1の右側に着目して頂きたいのです。プロジェクト・
マネージャーは、投資家の代理として新興国政府と協議
や交渉、提案書の作成などを実施します。ここでは、地
元交渉、用地買収、工事、運営、メンテナンスなどは出
てきません。地元交渉、用地買収、工事、運営、メンテ
ナンスなどのスキルや知識は、事業を実施する特別目的
会社（SPC）が設立する段階からプロジェクト・マネー
ジャーに求められるものです。

このため、欧米企業が実施している投資事業では、
SPC立ち上げまでのプロジェクト・マネージャーとSPC
の代表としてのプロジェクト・マネージャーが異なる場
合が一般的です。

投資家が仮契約をしますが、本契約はSPCが新興国政
府と締結します。従って、仮契約は投資家としての意図
をSPCに継承させる極めて大切なツールです。仮契約は、
一義的には提案書の内容とその後の交渉結果をベースに
作成されますので、投資家にとって、如何に有利な提案
書を相手国に受け取って貰えるかが重要になります。

図2は、東南アジアの幾つかの道路BOT事業プロジェ
クトの提案書で求められた主な事項を示しています。 

提案書では、技術的な要求事項の11．に「事業実施の
ための人材及び体制」が掲げられています。ここでは、
具体的に、SPCの現場代表者の少なくともプロファイル
の記述が不可欠です。この現場代表には、プロジェクト・
マネージャーとして、財務、法律、地元交渉、用地買収、工
事、運営、メンテナンスなどを、多様な宗教や習慣を持つ
関係者と一緒になってマネジメントできることが求めら
れます。資格も重要ですが、実務経験が極めて重要です。

図3は、道路BOT事業の概念図です。現場代表は、
SPCの代表であることが一般的で、投資家や銀行などの
金融機関への対応や新興国政府や地元自治体などへの対
応に加えて、建設段階でEPC（Engineering/Procure-
ment/Construction）を委託する企業や運営管理段階で
O&M（Operate/Maintenance）を委託する企業にたい
しては発注者としての責務を担うことになります。さら
には、利用者に対してはサービス提供者になります。将
に多分野に亘る知見やスキルを求められるのです。

3．現場代表としてのプロジェクト・マネージャーの確保
投資家が信頼できる人材を独自に確保することができ

ることが望ましいことは言うまでもありません。しかし
ながら、国際的に大きな事業では、事業の全権を委ねる
に足る人材はそう多くは見つかりません。こうした場合
は、人材紹介会社に依頼して、半年位掛けて探すことが
一般的です。代表者でプロジェクトの成否、特に収益が
左右されるため、代表者予定者を早期に特定しておくこ
とが提案書を作成する上で重要となります。

また、数十年に亘るBOT事業では、何代もの代表者
を確保する必要があります。

4．おわりに
上流側の事業立ち上げ担当のプロジェクト・マネー

ジャーが仮契約まで手続きを進めないと、現場代表担当
のプロジェクト・マネージャーの出番は出てきません。
次回は、SPC立ち上げまでのプロジェクト・マネージャー
の役割について述べます。

（審議役・海外支援室長　藤森祥弘）

初心者コーナー
海外インフラシステム輸出の課題（２）

プロジェクトマネージャーの重要性

事業実施と現場検査に適用される技術基準
技術に係る組織及び施工管理

材料、機械、装置の分類と品質（試験方法の基
準の併せて）
建設、運営。維持管理の手順
保安対策
火災や爆発防止などの防災対策
環境衛生（騒音、粉塵、安全な水供給など）
労務者の安全

建設中の周辺交通の確保及び安全対策（道路、
航路、鉄道、航空路など）
投資回収のプロセス

事業実施のための人材及び体制（現場代表は必須）

請負業者の品質管理システム（発注者として）

施設譲渡前後の運営の持続性、施設の品質管
理及び保証に係る提案
事業スケジュールの提案（BOT契約締結から竣
工までを詳しく）
官民のリスク分担の提案（もしあれば）

事業用地確保のための提案及び合意形成方法
（もしあれば）
事業の規模や特性に応じた他の要件

1. 事業の総投資額（建設段階及
び運営段階）

2. 投資家からの出資額（JVの場
合、総額と投資家毎）

3. 事業実施のための融資確約書
4. 投資家の利益
5. 提案保証書（入札保証に相当）

6. 事業実施のための資金確保に
係る提案（もしあれば）

技術的要求事項

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

財務的要求事項

図2　道路BOT事業提案書の主な要求事項

SPC

利用者

投資家

銀 行

EPC企業 O&M企業

出資

融資 施設譲渡

投資許可
事業権付与

発注 発注

図3　道路BOT事業の概念図

BOT事業として整備する幹線道路を決定。

文書で関心表明

新興国の政府機関が、

政府機関と協議

提案書の作成・提出

政府機関と交渉

投資家は、

公募条件の満足を確認の上、投資家と交渉。

投資セミナーなどを開催し、投資事業を紹介。

投資家と協議を続け、事業内容を具体化。

公募条件の整理及び投資家が確認できたとこ
ろで、事業者を公募。

仮契約の締結

提案書を受理し、審査。

SPCの設立
SPCと本契約の締結

SPCが事業を実施

 
図1　新興国での道路BOT事業の事業実施までの流れ
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R言語をベースとした交通流情報の取得・解析・視覚化
の一元化に関する研究
 豊橋技術科学大学　　　

建築・都市システム学系　松尾幸二郎

【研究目的】
近年、渋滞解消や交通安全対策等の交通管理策が多様

化してきており、それら対策案の検討や効果の評価を行
う上で交通流の情報を取得・解析・視覚化することが必
要不可欠となっている。もし誰もが気軽に利用できる一
般的な交通流情報の取得・解析・視覚化システムがあれ
ば、そのシステムをベースに異なる分析者が有する交通
流情報を共通のシステムで分析できるため、分析手法の
共有や結果のチェックおよび比較が正確かつ簡単に行う
ことができるようになると考えられる。このようなシス
テムのベースとなり得るものの1つにR言語がある。R言
語は統計解析を目的としたオープンソース方式の言語お
よび開発環境であるが、非常に多くの追加可能機能を有
している。

そこで本研究ではR言語をベースとした交通流情報の
取得・解析・視覚化を実際の分析事例に適用し、これら
の一元的なシステムの確立について今後の方向性を探る
ことを目的とした。

【研究方法】
交通流のどのようなデータを取得して、どのように解

析して、どのように視覚化するかは目的によって様々で
あり、最初から全ての目的に対応したシステムを構築す
るのは困難である。むしろ後から自由に機能の追加や変
更ができるというR言語のメリットを考慮すれば、具体
的な個々の分析事例に対してR言語による交通流情報の
取得・解析・視覚化を適用し、それらのプロセスを集約
しマニュアル化することで様々な状況に応じた適用が可
能なシステムを構築できると考えられる。そこで本研究
では以下の2つの分析事例についてR言語による交通流
情報の取得・解析・視覚化の適用を試みることで、今後
のシステム構築の方向性を探ることとした。

［分析事例1］信号交差点における交通安全対策の事前事
後調査：

右折直進事故が多発している信号交差点を対象に、交
通安全対策前後における右折車両挙動を比較するため
に、R言語をベースとして、右折車両および対向車両の
軌跡の取得・視覚化、および右折待機位置、右折ギャッ
プアクセプタンス挙動の解析・視覚化を行った。

［分析事例2］ドライバーの希望走行速度の推定方法の検討：
単路部における希望走行速度の推定方法の検討を行う

ため、R言語をベースとして、ある地点を通過する車両
の速度及び車頭時間の取得、トービットモデルを応用し
た希望走行速度分布の推定・視覚化を行った。

【得られた成果・新規性・今後の活用】
2つの分析事例について、交通流情報の取得における

一部および解析・視覚化の全般を行うためのプログラム
をR言語をベースとして構築することができた。ただし、
交通流データ取得の部分の全てをR言語で行うことはで
きず、Visual Basicによって構築したシステムを用いた。

また、本分析事例では高度なものを含むいくつかの統
計手法を用いたが、R言語に従来から備わっている統計
解析用の関数を応用することで、それぞれのプログラム
を10～30行程度で簡潔に記述することができ、R言語を
ベースとして交通流の解析・視覚化を行うことの利点の
1つであることが確認された。

誰もが利用できる交通流の取得・解析・視覚化システ
ムの構築に向けた研究はこれまで例はなく、本研究の新
規性である。

今後はさらに具体的な個々の分析事例を増やし、R言
語をベースとして交通流情報の取得・解析・視覚化を適用
したプロセスを集約しマニュアル化していく必要がある。

図　発表会のプレゼン資料から

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25年度に
は8件の研究報告があり平成25年11月に「第11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）

研究助成事業成果より（２）－交差点車両の解析
JACIC便り

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html
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昨年10月からの近畿地方センターの活動状況を、ご紹
介します。

■UAVを使ったPhotog-CAD
昨年の台風18号は、紀伊半島の東海上を通り、近畿各

地に大きな被害をもたらしました。この台風で被害を受
けた京都府の南丹地域の災害現場に平成25年10月1日か
ら3日の間JACIC職員が赴き、数多い被災個所のうち、
一部の現場についてPhotog-CADを用いた調査の支援を
行いました。今回は、株式会社アスコの協力を得て、
UAVから写真を撮るという試みも行いました。狭い場
所でも飛行体で距離をとって撮影することで、分割数を
少なくして効率的に撮影し、写真3組をつないで査定設
計書を作ることができました。

Photog-CADはデジタルカメラで3枚写真を撮り、そ
のデータを基に3Dキャド図面を作成し、内蔵されてい
る設計データから、災害査定の申請書類の作成から積算
まで行える、優れたソフトです。近畿地方センターでは、
これに関する講演等を行っています。ご希望の方は近畿
地方センターまでご連絡ください。

■建設技術展　出展
今回で13回を迎えた建設技術展はJACICも共催し、出

展しています。今年度はマイドーム大阪（大阪市中央区）
で10月30日・31日に開催されました。展示ブースでは
Photog-CAD、建設副産物情報交換システム・建設発生

土情報交換システム、CIMなどの建設関係の各種情報に
関する技術についての展示を行いました。多数の方々が
当ブースを訪れていただき有り難うございました。　　

■積算システムのデモ
JACICでは自治体などの発注者向けに、積算システム

や積算基準データの提供を行っています。近年積算シス
テムが、従来型の歩掛方式から施工パッケージ型方式に
移行されつつあります。JACICではそのような変更にお
いても、無料で対応させて頂いています。また積算基準
データを最も早く提供するなど、発注者に信頼性と迅速
性を兼ね備えたサービスを行っています。この積算シス
テムに関する説明・デモを行っています。是非ご利用く
ださい。

■建設副産物処理施設の登録のお願い
建設工事から発生する建設副産物は処理施設等で適切

に処理する必要があります。JACICは建設副産物情報交
換システムを運営しており、全国で1万5千以上の機関で
ご利用頂いています。現在、近畿地方センターでは、建
設副産物の新たな処理業者様にダイレクトメールを発送
し、登録をお願いしています。処理施設のシステムへの
登録・運営費用などは一切無料です。この機会に是非登
録をお願いします。

（近畿地方センター長　山本剛）

地方便り

近畿地方センターの活動報告

UAVから撮った被災地の写真例

無人飛行装置　UAV

建設技術展の様子

市町村の積算担当者を集めた講習会状況
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このほど、JACICの事業概要パンフレットが新しくなりました。内容は以下になっています。

JACIC情報110号の予告

JACIC事業概要パンフレットを改訂しました。

　目次
1．情報化推進の新しい研究事業等
　　　（CIM、Photog-CAD, 国際事業）
2．公共調達のためのシステム事業等
　　・コリンズ・テクリスシステム
　　・電子入札関連
　　・積算システム事業
　　・建設副産物システム
　　・社会基盤情報標準化委員会
3．情報提供・その他
　　・JACICNET
　　・研究助成事業
　　・広報事業
　
賛助会員、委員会等、組織

ホームページでもダウンロード出来ます。
A4版24ページ
http://www.jacic.or.jp/about/jigyo/jigyogaiyo.pdf

「JACIC情報」は、当センターが年2回発行している機
関誌です。次回の110号は2014年7月の発行予定で、「社
会資本の維持管理の在り方～ICT技術はどこまで貢献出
来るのか～」を特集します。

近年問題となっているこのテーマに関しては、国土交
通省における検討が本格化しつつあります。平成24年度
発足した「国道の維持管理等に関する検討会」が平成25
年3月にとりまとめを公表したのに続き、25年5月には社
会資本整備審議会から「今後の社会資本の維持管理・更
新のありかたについて」の中間報告も公表されました。
これまでのJACIC情報では、「社会資本アセットマネジ
メント」（85号、平成19年）、「インフラのヘルスモニタ
リング」（97号、平成22年）で維持管理に関する話題に
若干ふれましたが、今回の110号では約4年ぶりに維持管
理をテーマとして取り上げます。以前に比べ、IT技術
を使ったモニタリング等の技術はどの程度進んだのか検

証するとともに、情報技術を利用した様々な維持管理に
関する研究や取り組みを紹介する予定です。

【主な内容】
■巻頭言 高知工科大学　那須　清吾　教授
■特別寄稿 日本大学　佐田　達夫　教授　他
■国土交通省の取組み
■地方公共団体の取組み
■各機関における研究・検討

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/

JACIC通信

http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
http://www.jacic.or.jp/books/
http://www.jacic.or.jp/about/jigyo/jigyogaiyo.pdf
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