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平成26年度第2回JACICセミナーは、平成26年9月25日
（木）午後、東京平河町「海運クラブ」2Fホールにて以
下のプログラムで開催されました。テーマは「インフラ
輸出に関する情勢」というもので、現在政府が力を入れ
ており、他産業とともに話題になっている題材を選びま
した。海外に関するテーマのため、コンサルタント・建
設会社の他、社団・財団や様々な分野の方々も含めて
124名の参加者が集まりました。

セミナーのプログラム
　開会挨拶（JACIC　門松武理事長）
1．インフラｼｽテム海外展開の取組とその展望
　　　（七條牧生　国土交通省総合政策局
　　　　　　　　　　　　　海外プロジェクト推進課長）
2．インフラ輸出に必要なプロジェクトマﾈジﾒント技術

　　　（草柳俊二　高知工科大学教授）
3．プラント業界、グローバル化の半世紀

　　　（丸田敬　㈱重化学工業通信社　ENN編集長）
4．�トルコ 150 年の夢～ｱジｱとﾖーロｯパを結ぶ海峡横断
鉄道の建設～

　　　（近江秀味　大成建設㈱顧問）
5.　海外インフラビジﾈｽへの JACIC の取組

　　　（藤森祥弘　JACIC 審議役・海外支援室長）
　閉会挨拶（JACIC　山下章　理事）

１．国土交通省の海外プロジェクト推進
国土交通省海外プロジェクト推進課の七條課長から、
国土交通省の取組について、「インフラｼｽテム輸出戦
略」「ODA大綱」の見直し、「海外建設ホｯトライン」、「㈱
海外交通・都市開発事業支援機構」などの解説がありま
した。
２．海外で必要な技術
草柳教授からは、海外での技術者には、要素技術に加
えて総合技術力が必要であり、そのためにはBIM/CIM
の技術は必須になるという話がありました。北欧や韓国
などの海外工事や契約の例をいくつか紹介した後、BIM
や欧米流の信頼性設計法が世界標準（IS）になる日も近
いとの解説がありました。
3．プラント業界の海外事業
丸田編集長からは、プラント業界では50年前から海外

で苦闘を続けながらも、売上は5倍近くになっており、
その90％以上が海外の売り上げであるという話がありま
した。世界情勢の波を受けながら何度も変革を遂げ、黒
字体質を確保してきたとの解説がありました。そして三
次元データの活用はサブコンまで含めて当然のように行
われているという話もありました。
4．トルコの海峡プロジェクト
大成建設の近江顧問からは、トルコボｽポラｽ海峡の
鉄道プロジェクトの話を伺いました。海流が強い場所に
おける沈埋工法によるプロジェクトは、陸地部分で遺跡
が沢山出たため、大幅に工期が遅れたとのことでした。

草柳教授の講演

5．JACICの海外支援室
最後にJACICの藤森審議役より、更に上流の投資家目
線での解説がされた後、JACICの海外支援室の活動につ
いて説明がありました。
6．今後のJACICセミナー
今回の講演内容については、以下のJACICホームペー
ジにも関係資料を公開していますので、是非ご参照くだ
さい。
http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/index.html　
JACICセミナーは、来年度以降も地方開催を含め、時
宜を得たテーマで計画していきたいと考えております。

（経営企画部　次長　河内康）

JACICセミナー2014東京「インフラ輸出に関する情勢」
開催報告

ニュースと解説

http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/index.html
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1．CIM技術検討会
平成24年7月に設立された関係11団体から構成される
CIM※1技術検討会（以下、検討会）は、国土交通省の
CIM制度検討会と有機的に連携し、両輪となってCIMの
実現に向けた検討を進めています。今年度で3年目を迎
え、これまで各年度の活動成果は、検討会報告書として、
JACICホームページにおいて公開されています※2。
今回、第7回検討会を10月1日に開催し、平成26年度の
活動方針等を決定しましたので、その概要を紹介します。

2．平成26年度の活動方針
検討会の構成団体より、平成26年度の活動計画、トピッ
ク等について、報告がありました。
9月10日建設通信新聞に掲載された「胆沢ダムにおけ
るCIMの取組み（北上川ダム統合管理事務所）」として、
CIMの導入背景、モデルの構築概要および現場での利用
事例とともに、
点検・補修履歴
等の維持管理に
関する高度化、
効率化への取組
みをJACICより
事例紹介しまし
た（図1）。
日本建設業連
合会からは、三
遠南信自動車道
の佐久間道路第

一トンネル（浦川地区）での取組みとして、トンネルに
おけるCIMモデルの作成、施工での活用事例とともに、
今後の展望について報告がありました。
また、CUG※3から3D部品の公開状況、全国地質調査

業協会連合会からJACICの助成研究「CIMに対応するた
めの地盤情報共有基盤ならびに三次元地盤データモデル
標準の検討」に関する概要報告がありました。
次に、昨年度に見直した技術検討に関するロードマッ
プおよび各団体の活動計画を基に、平成26年度の検討会
活動方針として、6つの検討テーマと重点目標が提案さ
れました（表1）。JACICの助成研究として行われた既存
河川管理施設のLOD（詳細度）の定義に関する研究が、
３番目の「モデルのLOD（詳細度）に関する検討」の
一例として、紹介されました。

以上の報告内容をもとに、出席メンバーらによる意見
交換を実施し、平成26年度検討テーマを決定しました。
特に、人材育成に関するCIM啓発への取組み、維持管
理情報のCIMモデルデータへの利活用等に関する意見・
討議が行われ、今年度の活動を進めるにあたって、必要
な理解を深めることができました。

3．今後の予定
今後は、今回決定した検討テーマ、またCIM制度検討
会との連携をもとにした活動を進め、平成26年度中に成
果を取り纏める予定（目標）です。

（研究開発部　川島宏人）

1� Construction�Information�Modeling/Management
2� http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index_CIM.htm
3� 検討会有志ﾒンバーで構成

ニュースと解説
CIMの動向（その７）

～第７回CIM技術検討会　開催報告～

図1　胆沢ダムCIMの取組み

検討テーマ（重点）とH26目標
① 施工案件を通じた設計者・調査者とのモデル構築に関する意見交換
H26目標 ・�施工段階で利用する情報を基に、調査・設計の各段階で構

築すべきモデル精度を検討
・調査・設計から施工への連携（流通）に必要な属性情報の整理

② 維持管理でのCIMモデルデータ利活用に関する検討
H26目標 ・維持管理に必要な属性情報の整理（維持管理の実態、ニーズ把握をもとに）

・施工案件を通じた施工情報から維持管理初期モデルへの検討
③ モデルのLODに関する検討
H26目標 LOD検討に資する基礎材料（叩き台となる情報）を整理したうえで、LODの

考え方等の議論・検討に着手（国交省BIMガイドライン等の考え方も参考に）
④ 3次元モデルのパーツ整備促進
H26目標 CUG活動成果（部品集サイト開設、部品作成要領の整理等）と連携、情報共有
⑤ 国際動向
H26目標 導入事例、契約方式、モデルの運用、標準化の国際動向を整理（土

木学会CIM欧州技術調査2014、buildingSMARTトロント会議、
社会基盤情報標準化委員会等）

⑥ 人材教育（育成）
H26目標 先導的事例をもとに、CIMを利用するうえで参考となる情報を

組み込んだ実務者向け手引きとして取り纏め【H26年度は自主研
究（熊大小林教授）の成果を活用】

写真１　第７回検討会の様子（JACIC会議室）

表1　平成26年度検討テーマ

http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index_CIM.htm
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平成26年8月20日の豪雨で、広島は大規模な土砂災害
に見舞われました。被災された皆様に心からお見舞い申
し上げます。
平成26年9月4日その広島でJACICセミナーが開催さ
れ、Photog-CADの概要をわたくしが説明し、国土交通
省中国地方整備局の災害査定の担当の方がPhotog-CAD
の事例を説明されました。
JACICセミナーでPhotog-CADを説明するために災害
直後の広島に駆けつけましたので、少しでも災害支援が
できないものかと思い、JACICセミナー終了後、セミナー
とは別会場を用意し、希望者にPhotog-CADの具体的な
操作方法（対応点の入力、3次元モデルの作成、横断図
の作成、CAD機能）を説明しました。

（1）対応点の入力
JACIC内で毎月行っているPhotog-CAD訓練で8月に
使用した例題（次の垂直ポール、リボンロｯド、ターゲｯ
トが設置された写真）を基に、対応点の入力方法を説明
しました。

対応点は、3枚の写真に同一点を入力しますが、Photog-
CADの追従機能を説明し、ほとんど1枚の写真の対応点
を指定するだけで済むことを説明しました。

（2）3次元モデルの作成
次の写真は、入力した対応点により作成された3次元
モデルです。3次元モデルに横断線（青色の線）が重ね
て表示されて、非常にわかりやすい図となっています。

（3）横断図の作成
横断図には、対応点を指定して描く方法と、オルソフォ
トに任意線を指定して描く方法（下図）があります。任
意線で横断図が描けることに関心が集まりました。
�

（4）CAD機能
次は、CAD機能で求めた横断図の面積と容積です。
横断図で求めたい面積の閉領域を作成するとすぐに面積
が求まり、各横断図の面積と横断間距離を基に平均断面
法により容積を求めます。

�

（5）おわりに
Photog-CADに災害を寄せ付けない魔力があったらど
んなに魅力的だろうと思います。しかし、そんな魔力は
ありません。いつも、災害後の支援となりますが、精一
杯努めたいと思います。よろしくお願いします。

（ｼｽテムエンジニｱリング部　参事　満田広司）

Photog–CAD説明会in広島
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●はじめに
建設技術審査証明協議会（JACICは構成員）は9月19
日（金）に平成26年度新技術展示会を開催しました。29
の技術が会場、一橋大学の一橋講堂2階にて展示されま
した。

●新技術展示会とは
建設技術審査証明協議会（http://www.jacic.or.jp/sinsa/）
では、協議会の担当機関に証明依頼のあった技術につい
て、その性能や機能を第三者機関として証明しています。
平成25年8月から平成26年7月末日までに技術審査を終了
し、審査証明書が交付された技術について展示の候補を

募り、普及活動として新技術展示会を開催しています。

●本年度の展示技術
新技術展示会の会場では、展示技術を説明する担当者
が、来訪する方へ熱心に技術内容を説明している場面が
ありました。展示されている技術の中にはJACICが運営
する建設技術審査証明検索ｼｽテムに掲載されている技
術も展示されていました。同一会場では独立行政法人土
木研究所が新技術について紹介を行う「土研新技術
ｼョーケーｽ2014 in東京」も開催され、本展示会は盛
況でした。

写真2．新技術展示会の様子

写真3．「土研新技術ショーケース2014in東京」の様子

画面1．建設技術審査証明協議会ホームページ

写真1．新技術展示会の入口

平成26年度 新技術展示会開催
建設技術審査証明協議会

（経営企画部　参事　桔梗靖之）

http://www.jacic.or.jp/sinsa/
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第16回建設情報研究所研究発表会および
第12回研究助成事業報告会の開催案内

JACICは、平成26年11月13日（木）港区の乃木会館において、建設情報研究所研究発表会および研究助成事業報告会
を以下のプログラムで同日開催します。

（経営企画部　次長　河内康）

第16回建設情報研究所　研究発表会
10：00 開会挨拶　　　　　　　　　　　理事長　　　　　門松　　武

時間 研究テーマ 研究報告者

10：05
10：25 JACIC の研究動向 理事 坪香　　伸

10：25
10：45

社会基盤情報標準化委員会における 2014 年度
の実施活動について 建設情報研究所 児玉　直樹

10：45
11：05

3D オブジェクトと画像認識技術を利用した図
鑑構築について 研究開発部 高津　知司

11：05
11：25 Photog-CAD の利用の拡大について システムエンジニアリング部 満田　広司

11：25
11：45

タブレット PC と WiFi によるペーパーレス会議
への試み システムエンジニアリング部 桔梗　靖之

11：45
12：05

地方公共団体のインフラとパッケージ積算シス
テムの傾向 積算システムセンター 中村　拓也

12：05
12：25 データベースの新たな連携システムの開発 コリンズ・テクリスセンター 吉木　　務

12：25 閉会挨拶　　　　　　　　　　　理　事　　　　　山下　　章

第12回研究助成事業成果報告会
13：30 開会挨拶　　　　　　　　　　　理事長　　　　　門松　　武

時間 研究テーマ 研究報告者

13：40
14：10

既存河川施設の３次元モデル化における最適詳
細度と必要点検情報の解明に関する研究 応用技術㈱情報システム課　担当課長 久保　知洋

14：10
14：40 改ざん検知システムの開発 株式会社扶桑プレシジョン　代表取締役 竹田　直人

14：40
15：10

全国電子地盤図による地盤情報の有効活用に関
する研究 一般財団法人　地域地盤環境研究所　主幹研究員 山本　浩司

15：10
15：30 休息（20 分）

15：30
16：00

異なる計測方法によるレーザ計測データを基と
する CIM のための３次元空間情報の整備手法に
関する研究

アジア航測株式会社　総合研究所　技師長 住田　英二

16：00
16：30

多様な情報を統合した拡張現実のための標定・
３次元復元手法に関する研究

東京大学大学院　工学系研究科社会基盤学専攻
准教授 布施　孝志

16：30
17：00

災害時の利用を考慮した時空間概念に基づく道
路維持管理支援システムの研究

関西大学環境都市工学部都市システム工学科
准教授 窪田　　諭

17：00 閉会挨拶　　　　　　　　　　　理　事　　　　　坪香　　伸
17：10 終了
17：30 意見交換会

現在、下記ホームページにて参加者を募集しております。
http://www.jacic.or.jp/seminar/kennkyuukai2014.html
参加無料、定員150名です。午前・午後ともにCPD対象プログラムです。
　午後のプログラム終了後に、「意見交換会」を開催します。参加費2,000円ですが、誰でも参加できます。同じホームペー
ジで受付しております。

http://www.jacic.or.jp/seminar/kennkyuukai2014.html
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「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」

東京大学生産技術研究所　准教授　関本義秀

2007年5月に成立した地理空間情報活用推進基本法や
2011年3月の東日本大震災を契機として、地理空間情報
の利活用促進や国土保全の観点から、電子納品成果の適
切な管理に対するニーズが高まっている。ところが、自
治体では電子成果を保管するためのｼｽテム整備やデー
タ入力コｽトが負担となり、十分な管理体制が構築され
ていない。
本研究では、保管管理に係る行政の負担を軽減し、低
コｽトでバｯクｱｯプ、有効活用するために、クラウド
技術を活用し電子納品成果を外部保管するモデルの構築
を目的として、実際の自治体の電子納品成果をモデル
ケーｽに、データ登録プロセｽの設計を行い、約7,700件、
合計約1.5テラバイトの電子納品成果を効率的に登録す
るためのプロセｽを開発した。具体的にはCD-ROMな
どのﾒディｱから電子データを効率的に抽出するための
読み取り装置が20台で2週間程度が必要であることを明
らかにした。
また、電子納品成果に含まれる「概要ファイル」を有
効活用し検索性を確保するためのﾒタデータを作成する
手法を開発し、ﾒタデータを効率的に作成した。また、
報告書をテキｽトマイニングすることによって案件を代

表する位置情報を抽出する手法について試行し、電子納
品成果の「概要ファイル」が存在しない場合でも良好な
精度で位置情報を抽出できることを確認した。
開発した手法に基づき、「社会基盤情報流通推進協議
会」のｼｽテムと連携し、実際にクラウド環境上への電
子納品成果の登録を行い、開発した手法によって電子納
品成果の登録、検索が可能となることを確認した。
今回研究を行ったクラウド技術を活用した手法や結果
については、電子納品成果を外部管理するモデルを実現
するために有効である。今後、電子納品成果の適切な管
理、利活用、バｯクｱｯプを効率化し、行政における負
担を軽減しつつ、電子納品成果の登録作業の高速化や電
子納品要領に準拠していないデータからのﾒタデータの
自動作成など、残された課題への検討を進めたい。

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）

平成25年度JACIC研究助成事業成果より（4）
JACIC便り

システムの構成

H25研究助成事業報告会資料より

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html
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平成26年度前期における、北陸地方センターの主な活
動状況・活動予定をご紹介します。

■「電子入札連絡会議（北陸ブロック会議）」の開催
平成26年7月8日富山市で、11機関（新潟、富山、石川
の3県と各県の市町村）の入札・契約担当者からご参加
いただき、「電子入札連絡会議（北陸ブロｯク会議）」を
開催しました。それに合わせて、電子入札導入効果につ
いて北陸ブロｯク関係県・市町村を対象にｱンケートを
実施したところ、9割を超える機関から「効果あり」と
のご回答をいただきました。効果ありの内容は次のとお
りとなっております。

■「RCCM資格受験準備講習会」の開催
平成26年度の「RCCM資格受験準備講習会」を7月25
日に新潟県建設会館で開催いたしました。当日は北陸地
域の建設コンサルタント関係等から96名（昨年は73名）
受講していただきました。受講された皆様全員の無事合
格をご祈念申し上げます。

■Photog-CADの普及活動
◇災害査定研修への参加
5月30日に、北陸地方整備局災害査定研修の一環とし
て、Photog�–CAD（災害査定効率化支援ｼｽテム）に
よる災害査定実習のお手伝いをさせていただきました。
当日は、Photog-CADの概要や被災箇所の撮影方法につ
いて説明をさせていただいた後に、研修生の皆様に
Photog-CADを操作していただいて、3次元モデルの作
成や横断図の作成を体験していただきました。
◇平成26年度　災害事業技術講習会への参加
平成26年11月5日に、北陸地域づくり協会等が主催す
る、「災害復旧事業技術講習会（富山市；コンサル・測
量業の関係実務者向け）」において、Photog-CADの概
要や操作方法等について紹介します。

■電子入札講習会の開催
石川県からの委託を受けて、9月9日（火）から9月19
日（金）にかけて、石川県内4箇所で「平成26年度電子
入札操作講習会」を実施しました。2時間コーｽを14回
開催し、108名の方々から受講していただきました。

電子入札操作講習会の模様（金沢市）

■「施工パッケージ型積算方式」の説明会　
7月30日、31日に新潟県公共事業執行円滑化協議会技
術管理部会主催の「施工パｯケージ型積算方式の説明会」
において、施工パｯケージ型積算方式を紹介しました。
当日は、県・市町村・（一財）新潟県建設技術センター
の担当者約110名の皆様から聴講をいただきました。

（北陸地方センター長　穂刈正昭）�

地方便り

北陸地方センター活動報告

施工パッケージ型積算方式の説明会の模様

Photog-CAD実習の模様

入札事務手続きが楽になった。

データや書類等の管理が楽になった。

年末などのピーク時の業務軽減に効果があった。

発注者側の事務費用低減に効果があった。

談合等の不正行為の防止に効果があった。

業者との接触が減り精神的に楽になった。

その他
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JACICでは多くの公益事業を行っています
JACICには、コリンズ・テクリｽ事業のような情報サー
ビｽ事業や、受託事業・自主研究事業と呼ばれるものの
他に、全く公益のために行っている幾つかの公益事業が
あります。今回はその公益事業のすべてを紹介させて頂
きます。

1．研究助成事業
JACICは建設情報分野における学術の振興を目的とし
て、情報技術を活用しJACICの事業目的に合致し、公共
調達の円滑化に資する調査研究を対象に、平成10年度か
ら「研究助成事業」を実施しています。
平成26年度は、計23件の研究を採択しています。
http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html　
この研究助成事業の成果については、毎年11月に開催
する「研究助成事業報告会」で、一般にも公開していま
す。
2．JACICセミナー等の開催
建設情報分野における時宜を得たテーマを選定して、
毎年「JACICセミナー」を地方も含め開催しています。
平成26年度は、9月に東京と広島で1回ずつ開催しまし
た。これらの講演資料は一部動画を含めJACICホーム
ページ上で公開しています。
http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/index.html　
また、JACIC職員自らが講演・解説する「建設情報研
究所研究発表会」も毎年開催しております。

3．社会基盤情報標準化委員会の標準化活動
平成12年10月の発足以来、「社会基盤情報標準化委員
会」における標準化活動は15年目を迎えました。現在の
委員長は東京大学空間情報科学研究センターの柴崎亮介
教授で、委員には産・官・学の24名が参画しております。
http://www.jacic.or.jp/hyojun/2013_iinkai_member.html
委員会は毎年テーマを公募し、現在5つの小委員会で
各テーマの活動をしています。平成24年度より、利用者
がより求める標準類を策定するため、テーマを公募、小委
員会活動を小委員長に任せるという方向になっています。
4．機関誌「JACIC情報」の発行
建設分野の情報化推進、建設マﾈジﾒント技術の向上・
発展・啓発等に資することを目的として、JACICでは
「JACIC情報」という機関誌を年2回発刊し、社会の高度
情報化に適応するための官民の取組事例を紹介していま
す。毎回の記事の内容は「JACIC情報編集委員会」のご
意見にしたがい編集されています。
編集部数は約2000部で平成24年度より年2回の発行と
なっていますが、JACICとしては常時「モニター読者」
も募集しております。
http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
5．国際交流・国際貢献活動
従来の「ｱジｱ建設IT円卓会議」に代えて、昨年度
より土木学会土木情報学委員会と共同で、「ICCBEI（土
木・建築情報学のための国際会議）」を2年ごとに開催す
ることになりました。2015年度は4月に東京で再度開催
します。JACICは論文参加するとともにセｯｼョンのひ
とつ（JACICセｯｼョン）を担当しています。
6．その他の広報活動
上記4つの活動の他に、JACIC事業のPR活動がありま
す。JACICnews、JACICニューｽレターの発行や専門
誌への広告掲載、事業概要パンフレｯトの発行等があり
ます。また地方の「建設技術展」「建設技術フェｱ」「建
設技術フォーラム」等には、積極的にブーｽ出展をして
います。

JACICの公益事業として、今後ともこれらの活動を精
力的に継続していきたいと考えております。

　　（広報グループ長、経営企画部次長　河内康）9月広島におけるJACICセミナー参加状況

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html
http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/index.html
http://www.jacic.or.jp/hyojun/2013_iinkai_member.html
http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
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