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平成26年6月、「平成26年災害手帳」と「公共土木施設
災害復旧の災害査定添付写真の撮り方（平成26年改訂
版）」（いずれも、（一社）全日本建設技術協会発行）が
発刊され「Photog-CADを活用することにより、ポール
縦横断の写真撮影が大幅に簡素化できる場合もあるため
活用を検討すること」という一文が追加されました。
平成24年10月に、国土交通省防災課から「災害査定に
おいてPhotog-CADを用いて差し支えない」旨の事務連
絡が各都道府県・政令指定都市に発出されていますが、
この度は常時参照される書籍でPhotog-CADの活用が一
般的に認められたことになります。
この度の改訂の「Photog-CADに関係する改訂内容」
と「改訂内容に関係するPhotog-CAD機能」について紹
介します。

（1）「平成26年災害手帳」の改訂
災害手帳は、災害復旧事業に関する国庫負担申請の事
務手続きや必要となる技術的な留意点の基本について分
かりやすく解説されたハンドブックです。初めて災害復
旧事業に携わる方々にも容易に理解できるように編集さ
れています。平成26年災害手帳の主な改訂点は以下です。
①第2章　査定　第7　図面
図面作成のための測量にあたっては、危険箇所等にお
ける作業の安全確保や効率化のため、測量新技術の活用
も含めて検討すること。
②第2章　査定　第8　写真
（災害査定添付写真の簡素化）
迅速な災害復旧に資するため、トータルステーション
またはGPS測量により査定用設計図面を作成する場合の
全景写真及び横断写真（地上、深浅）の撮影については、
従来の手法に代えて下記によること。
1）�起終点、各測点及び横断測線の端部にのみポール
を設置する。

2）�水深のある大きな河川、海岸の水中・水上部では
ポールの設置は行わないこととする。

3）Photog-CADを活用することにより、ポール縦横
断写真の撮影が大幅に簡素化できる場合もあるた
め活用を検討すること。

※災害手帳のサイト（P.156に記述）
http://www.zenkokubousai.or.jp/pdf_download/shiryo03-2.pdf

（2）�「公共土木施設災害復旧の災害査定添付写真の撮り
方」の改訂

災害復旧事業の申請に
は、目論見書と設計書を
提出することとなってお
り、同時に箇所図、被害
状況写真等を添付するこ
とが義務付けられていま
す。そこで参考となる「公
共土木施設災害復旧の災
害査定添付写真の撮り
方」にも「写真撮影にお
ける留意事項」として「Photog-CADを活用することに
より、ポール縦横断の写真撮影が大幅に簡素化できる場
合もあるため活用を検討すること」と書かれています。
�

（3）Photog-CAD
「ポール縦横断写真の撮影が大幅に簡素化できる場合
もある」とされたPhotog-CADは、限られた時間の中で、
災害現場での二次災害防止、地域活動の早期復旧等の観
点から、安全、迅速に、かつ効率的に進めることが求め
られる災害復旧事業を支援するために開発されたソフト
ウェアです。
Photog-CADは、垂直ポール、リボンロッド等を設置
した災害現場を正面、左側、右側の3方向から撮影した
デジタル写真を分析し、3次元モデル、横断図、展開図
の作成や盛土量、切土量の算出を行います。更に、被災
した地域を管轄する機関の総合単価とリンクして工事費
内訳を作成します。
写真撮影のできない水中は、写真測量とは別の方法で
水深を測定し、横断図に反映することができます。

近年の集中豪雨、ゲリラ豪雨により災害箇所は増加傾向
にあり、加えて、土木技術者不足で災害箇所へ派遣できる
技術者には限りがあります。災害査定申請のための測量に
あたっても効率化、作業の安全確保が重要となります。
Photog-CADを有効に活用し、安全かつ効率的な災害
査定申請作業が実現することを期待しています。

（システムエンジニアリング部　参事　満田広司）

Photog-CAD、災害手帳に載る

ニュースと解説

http://www.zenkokubousai.or.jp/pdf_download/shiryo03-2.pdf
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1.　buildingSMART国際会議に参加
buildingSMARTとは、�BIMの国際標準仕様の「IFC

（Industry�Foundation�Classes）」形式のデータ互換性の
規格開発を行う国際的な組織です。ISO（国際標準化機
構）のプロダクトモデルデータの標準規格であるISO�
10303（STEP；Standard� for� the�exchange�of�product�
model�data）を策定しているISO�TC184/SC4委員会と
リエゾン（liaison；協調）してIFC策定作業を進めてい
ます。本国際会議は14支部の持ち回り開催であり、今回
JACIC初参加の�buildingSMART国際会議2014は、10月
26日から10月30日にかけて、トロントのオールストリー
ムセンターにて開催されました。
今後、国際標準活動を通
してCIMに関する我が国の
意向反映を行うために、積
極的に会議に参加して情報
収集・交換・提供を行って
いきます。次回の国際会議
は2015年3月にロンドンで
開催予定です。
参照URL：http://www.buildingsmart.org/event/

2.　会議開催及び参加状況
今回は、日本支部のIAI日本※1のメンバーとして、2013

年10月のミュンヘン（ドイツ）においてbSI※2のITM※3に
よる設立のインフラ分科会（Infrastructure�Room）及
び傘下のプロジェクト会議に出席しました。
日本からの参加者は、IAI日本、（独）建築研究所、日
本オートデスク社、JACIC所属の計8名、JACICからは
横山と宮本が参加しました。
参加要請を受けた会議は、以下のとおりです。

（1）Day1（10月27日）【本会議・分科会】
約100名参加の総会（Summit�Opening�Plenary）後、
5つの分科会�①Technical�room�②Infrastructure�room�
③Regulatory�room�④Building�room�⑤Dictionaries�
roomに分かれたため、②のインフラ分科会に出席しま
した。

（2）Day2（10月28日）【プロジェクトWG】
プロジェクトWGを統合して、4つに分かれて開催さ
れ、①②③に出席して討議を行いました。
①P02：Coordination�View

②P04：Consolidated�（P03：RLOM※4,�P04,�P09）
③P05：IFC�for�Alignment、P06：IFC�for�Bridges
④P07：Guidelines

（3）Day3（10月29日）【報告会議・閉会】
各会議で行われた討議の結果を整理して報告されまし
た。日本に関連する主な報告内容は次のとおりです。

・BIMガイドラインのテンプレート開発の進展
・BIM人材の認証の進展（英国・ノルウェー等）
・bSDDと製品データ（ビジネスケース、属性値等）との進展
・IFC拡張に関する線形モデル・実証プロジェクト等の進展
・IFC4への移行検討（DESIGN Transfer ViewとReference View）
・日本のIFC検定紹介と国際IFC認証への展開に関する合意

（4）Day4（10月30日）【建設分野セッション】

建設分野におけるIFC規格等の国際標準の導入計画や
実績について各国から報告と活発な討議がありました。
各国とも国策、或いは民間主体で標準化を進めているも
のの、共通していることは国際標準を重要なアイテムと
位置づけて自前の仕様を基にした戦略的なCIM/BIMの
国際標準の推進を図り、グローバルな市場開拓を目的と
しているように感じられました。

3.　おわりに
建設分野の国際化、及び海外進出支援の観点から、国
際標準化活動の動向調査・参加対応は重要事項です。継
続して参加して建設分野におけるプロセス改善と情報共
有の国際的な標準の提供に寄与したいと考えます。　　
国際会議の参加にあたり、ご協力頂きました関係各位
に対して心からの感謝の意を表します。

（システムエンジニアリング部　参事　宮本勝則）

※1�IAI：International�Alliance�for�Interoperability
※2�bSI：buildingSMART�International
※3�ITM：International�Techinical�Meeting
※4�RLOM：Real�Life�Object�Mapping�by�bSDD※5
※5�bSDD：buildingSMART�Data�Dictionary

ニュースと解説

buildingSMART トロント国際会議2014参加報告
―グローバルな建設・施設管理におけるCIM/BIM標準を推進する―

http://www.buildingsmart.org/event/
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CIMコーナー

1.　調査団の概要

去る平成26年10月19日から同26日で、（公社）土木学

会土木情報学委員会が主催するCIM欧州技術調査団に

JACICから研究開発部次長の髙津知司が参加しました。

この調査団は大阪大学大学院の矢吹信喜教授が団長、国

土交通省の白土正美工事監視官が副団長で、国土技術政

策総合研究所、（一社）日本建設業連合会、（一社）建設

コンサルタンツ協会および（一社）オープンCADフォー

マット協議会からの参加者があり、総勢9名の調査団で

す。訪問先は、フランス共和国（仏国）のパリ、グレー

トブリテン及び北アイルランド連合王国（英国）のロン

ドンおよびドイツ連邦共和国（独国）のボーフムでした。

2.　調査の概要

訪問行程は表-2のとおりです。最初の訪問先である仏

国においては、仏国政府のBIMチームと打ち合わせ会を

持ち、その後歓迎レセプションが開かれました。

次の訪問国である英国においては、主として英国土木

学会のメンバー（Chartered�Engineer）と打ち合わせ会

を持ちました。主な話題は、英国による2016年にBIM義

務化の決定と、それに向けての準備作業でした。

最後の訪問国である独国では、ルール大学のケーニヒ

教授と打ち合わせ会を持ちました。なお、このルール大

学は独国での日本学研究の総本山であり、日本との交流

も盛んで、平成4年には建設省土木研究所（当時）から

の客員研究員も受け入れた実績を持っています。

3.　今後の予定

今回の調査結果をうけて、土木学会では報告会を表-3

のとおり開催する予定で、報告書もあわせて発行される

予定です。

申し込みは下記土木学会HPまで。

http://committees.jsce.or.jp/cceips07/

�　　　　　　　　　（研究開発部　次長　髙津知司）

CIMの動向（その8）
～土木学会欧州CIM技術調査団～

役職 氏名 所属

団長 矢吹　信喜
（公社）�土木学会土木情報学委員会�
大阪大学大学院工学研究科�
環境・エネルギー工学専攻　教授

副団長 白土　正美 国土交通省�大臣官房
技術調査課　工事監視官�

団員

藤田　　玲
国土交通省�
国土技術政策総合研究所�
メンテナンス情報基盤研究室　研究官

髙津　知司（一財）�日本建設情報総合センター

藤澤　泰雄（一社）�建設コンサルタンツ協会

杉浦　伸哉（一社）�日本建設業連合会

黒台　昌弘（一社）�日本建設業連合会

上迫田和人（一社）�日本建設業連合会

福地　良彦（一社）�オープンCADフォーマット評議会
（団員は順不同）

表-1　調査団名簿

表-2　訪問先一覧

写真1　打ち合わせの様子（ルール大学にて）

表-3　報告会開催予定

訪問日 訪問国 訪問先
10月19日 （移動）
10月20日 仏国 イージス社
10月21日 英国 英国政府BIMタスクフォース
10月22日 英国 英国高速鉄道会社、英国建築研究所
10月23日 英国 土木学会
10月24日 独国 ルール大学
10月25日 （移動）
10月26日 （移動）

日　時 会　場 定　員
12月15日（月）13：00～ 東京土木学会 50名
1月16日（金）14：00～ 東京大塚商会本社 150名
1月22日（木）14：00～ 大阪大塚商会関西支社 150名

http://committees.jsce.or.jp/cceips07/
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JACIC便り

1.　建設技術展への出展
JACICは、事業の普及活動の一環として各地の建設技
術展に出展を行っています。ここでは、10月に開催され
た地方建設技術展のうち、次の2つの技術展について概
要を報告します。

2.　九州建設技術フォーラム2014�in�福岡
「九州建設技術フォーラム2014�in�福岡」が、10月22日・
23日に福岡国際会議場を会場に開催されました。
会場には、維持管理に関する技術展示をはじめ、環境、
品質、ICTなどのジャンルに分けられた約100のブース
が設置され、140を超える技術が紹介されました。また、
基調講演・記念講演や技術のプレゼンテーション、ポス
ターセッションも行われ、昨年よりも多い約2,600名の
方々にご来場いただきました。
JACIC九州地方センターでは、ブースにPhotog-CAD、
CIM、積算システム及び副産物・発生土システムのパネ
ルを展示し、パソコン等を使っての説明と資料の配布を
行うとともに、Photog-CADについては、プレゼンテー
ションも行いました。
来訪いただいた方に、JACIC事業の広報を行うととも
に、CIM浸透のため、学生にはデモによる説明も行い熱

心に聴いていただいたフォーラムとなりました。

3.　建設技術フェア2014�in�中部
第18回となる「建設技術フェア2014� 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29日・
30日に名古屋市で開催されました。
会場を「吹上ホール」に移してから2回目の開催で、
防災・災害対策、維持管理・長寿命化、コスト縮減、環
境・リサイクル、施工の5つのジャンルに分かれた約200
ブースが設置され、180を超える技術が紹介されました。
さらに、特別講演や出展者によるプレゼンテーション、
体験・展示コーナー、学生交流広場、道の駅フェアなど
もあり、昨年度の9,947名を上回る1万人を超える方々に
ご来場いただきました。
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、CIM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
ンで副産物・発生土システムを紹介し、興味を持たれた
206名の方に熱心にJACIC事業の内容を聴いていただい
たフォーラムとなりました。

（建設副産物情報センター　石塚廣史、赤羽善和）

10月に開催された建設技術展への参加報告

写真-1　 JACICの展示ブース（九州） 写真-3　会場の様子（中部）

写真-2　 Photog-CADのプレゼンテーション（九州） 写真-4　JACICの展示ブース（中部）
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JACIC便り

2015年4月国際学会で「JACICセッション」開催
来年4月に東京でICCBEI2015という国際会議があり、
その中で「日本とアジアのCIMの展開」をテーマとする
「JACICセッション」（参加無料、同時通訳あり）を開催
する予定です。以下その詳細です。

1.　国際会議ICCBEI2015とは
ICCBEI（International�Conference�on�Civi�and�Building�

Engineering�Informatics）とは、2013年11月第1回を東京で
開催したアジアを中心とした国際会議です。主催はAGCEI
（AsianGroup�for�Civil�Engineering�Informatics）とい
うアジアのグループと土木学会土木情報学委員会です。
大阪大学大学院の矢吹信喜教授が中心になって設立した
新しい会議です。

2.　JACICの役割
AGCEIのメンバーは、かつての「アジア建設IT円卓
会議」に参加していたアジア各国・地域の先生たちであ
るため、JACICは設立当時からこの会議をサポートして
います。JACIC理事長もAGCEIのメンバーの一人にも
なっています。また職員による論文参加や、会議への参
加者やスポンサーの勧誘などもJACICのメディアを通じ
て積極的に行っています。

3.　セッションの計画
この会議の中で、アカデミックな世界と日本の建設分
野をつなぐこともJACICの役割と考えております。その
ひとつが、JACICセッションです。国際会議に多くの日
本の建設分野関係者が参加してアジアの人々と情報交換
が出来る場所を提供します。
2013年11月の第1回大会では、「国土交通省のCIM」の

紹介をしました。またBuildingSMARTという国際組織
の中で進められている標準化の動きについても、日本の
建設分野の皆さまに対して紹介できたと考えています。
第2回の2015年4月には、「日本の実際のCIM活用とア
ジア各国の適用」をテーマに、比較論が出来たら良いと
考えております。そのためパネル・ディスカッションの
形で、以下のメンバーに各事例を紹介して頂こうかと検
討しています。

座長　　　　宮城大学　蒔苗教授
パネリスト　国土交通省　技術調査課
　　　　　　大林組　古屋博士（トンネル施工）
　　　　　　ニコントリンプル（情報化施工）　
　　　　　　韓国　延世大学李教授
　　�（予定）　オーストラリア・カーティン大学ワン教授

4.　募集開始は、2月頃から
国際会議およびJACICセッションの概要は以下のとお
りです。
○開 催 日：平成27年4月23日（木）
○開催場所：東京スクウェアガーデン（京橋）
○言　　語：�英語および日本語（JACICセッションの

み同時通訳）
○定　　員：一般募集150名
○時間割（予定）� 開会セレモニー� �9：30
� 基調講演� �9：50～10：30
� JACICセッション� 10：40～12：30
参加受付は来年2月頃からJACICホームページで募集
開始します。ご期待下さい。

5.　スポンサーの募集
会議事務局では、スポンサーも募集しています。
ブース展示を希望する会社は先着10社で約40万円で
す。ご興味をもたれた方は、以下までご連絡下さい。
JACIC経営企画部　電話（03）3584-2404
※これまでの関連記事
　JACIC情報109号「建設情報の国際化」
　JACICニューズ2013年12月号
　�http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/pdf/jn295.
pdf　

　　　　　　　（経営企画部　次長　河内康）2013年11月　第一回大会のJACICセッション

http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/pdf/jn295.pdf
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1.　建設技術審査証明事業とは
建設技術審査証明事業とは、建設分野において、民間
による新技術を活用・普及させることを目的に、平成13
年より14の財団・社団等が構成する「建設技術審査証明
協議会」を通じて、各専門分野について分担してその審
査を行っている事業です。
かつて旧建設省が行っていた「民間開発建設技術の技
術審査・証明事業」が、平成13年1月の国土交通省発足
時に、協議会主体に移った経緯があります。

この事業は、技術の開発者が審査を依頼することで、
始まります。その技術内容により、一番適当な財団等が
担当し、学識経験者を含めた審査委員会を組織して審査
します。そして証明された技術に対しては、「技術審査
証明証」が発行されるというものです。審査に掛かる費
用は、依頼者が負担します。
以上の仕組みについて右に図示します。

2.　JACICの役割分担
JACICは、その協議会の中で「建設情報化に関わるマ
ネジメントシステム、情報交換システム、CAD、デー
タモデルなど」に関する技術に関しては、自ら上記のよ
うな審査委員会を組織しますが、もうひとつ「広報班」
として、審査が終了した技術をホームページ上で公開す
るという役割も持っています。2014年4月現在JACICホー
ムページ上で公開されている技術は、計407件となって
おります。但し建築分野の証明技術は「一般財団法人日
本建築センター」のホームページにて公開しています。

3.　過去の審査事例
14団体の中では「公益財団法人日本下水道新技術機構」
が計199件、「一般財団法人土木研究センター」が計159
件と多くなっています。JACICはというと、残念がら平
成13年以降、自ら審査証明を担当した技術はありません。

4.　NETISとの比較
国土交通省関係の技術情報システムとして、よく知ら
れているNETIS（新技術情報提供システム）は、現在
既に使用されている技術で、有効性を認められたものが、
登録されているシステムです。段階的チェックがあり、
必ずしも審査を通過しなくても公開されています。

5.　海外工事・海外業者の活用可能性
この審査証明事業に関しては、海外工事や海外事業者
にも、応用されるものと解釈しています。海外の開発者
が何らかの技術を日本において「お墨付き」を貰おうと
した場合に利用できるものと推察しています。
建設審査証明事業のホームページは以下です。
http://www.jacic.or.jp/sinsa/　

　　　　　　　（経営企画部　参事　桔梗靖之）

建設技術審査証明事業のPR
JACIC便り

http://www.jacic.or.jp/sinsa/
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中部地方センターでは、JACIC業務のうち中部4県（愛

知、岐阜、三重、静岡）の窓口としてコリンズ・テクリ

スや建設副産物登録システムの業務、及び公共事業に関

わるCALS/ECの普及と支援、その他広報活動を行って

おります。

平成26年度の主な活動をご紹介します。

■中部ブロックコアシステムユーザ会議の開催

平成26年6月27日に、「平成26年度第1回中部ブロック

コアシステムユーザ会議」をJACICが主催して名古屋市

内にて開催しました。

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県及び名古屋市と今年

は中日本高速（株）の電子入札担当者が参加し、現状報

告や課題・改善要望などの情報交換を行い、電子入札コ

アシステムの向上や今後の運用について議論いただきま

した。

■RCCM資格試験受験準備講習会の開催

JACICではRCCM（シビルコンサルティングマネー

ジャ）試験に先立ち、設計業務等の最近の課題や施策を

解説するとともに、RCCM資格試験受験のための講習会

を開催しています。中部地区では7月31日に名古屋サン

スカイルームにて開催し、約220名の方が受講されました。

■建設技術フェア2014in中部への出展�

平成26年10月29日、30日に開催された「建設技術フェ

ア2014�in�中部」へ出展しました。出展者は177社（団体）

出展技術は181技術で出展テーマは「防災・災害対策」「維

持管理・長寿命化」「コスト縮減」「環境・リサイクル」「施

工」の5テーマで来場者は約10,000名となり昨年度より

大幅な増加となりました。

JACICは「環境・リサイクル」分野で出展し、災害査

定業務の支援ツール（Photog-CAD）、建設副産物・建

設発生土情報交換システム、CIMの紹介等についてパネ

ルの展示、パンフレットの配布、PCを使用しての説明

を行い、来訪者は206名を数え様々なご意見を頂戴しま

した。

■建設副産物情報交換システム等提供業務

本業務について技術担当として管理技術者支援を行い

ます。

■公共調達検索ポータルサイト運用業務

本業務については、国土交通省の全国業務を中部地整

が担当したものであり、打合せ業務等に参画しています。

■電子納品情報提供業務

JACIC研究開発部担当業務でありますが、打合せ等に

参画しています。

（中部地方センター　センター長　榊原至）

地方便り

中部地方センター活動報告

平成26年度RCCM資格試験受験準備講習会

建設技術フェア2014 in 中部
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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
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JACIC便り

英語版JACIC事業概要パンフレット
JACICでは、海外からのお客様に対応するため、また
海外出張者が持参する目的で、英文の「事業概要パンフ
レット」を作成しておりますが、このほど3年ぶりに改
訂しました。これについて、以下ご紹介させて頂きます。

1.　国際PTが編纂
作業はJACIC内の国際交流プロ
ジェクトチーム（チームリーダー
は海津システムエンジニアリング
部長）が分担して作成しました。
ページ数は国内版より少なく全
体で16ページとしており、以下の
ような目次構成にしています。

0. OVERVIEW�（概要）
1.�Board�Member�&�Organization（組織）
2.�Outline�of�Business�&�Research（事業分類）
3.�Standardization�for�Infrastructure�Information
　（標準化活動）
4.�International�Service（海外向けサービス）
5.�Reserch�and�Development（研究開発）
6.�Information�Service（情報サービス）
7.�Public�Benefit�Service（公益事業）
Office�&�Access�Map（アクセスマップ）

2.　今回の特徴（編集方針）
これまでの英文パンフレットは、日本語の事業概要パ
ンフレットを、そのまま英訳したものでしたが、今回は、
日本語版とは大きく変えております。
大きく内容を変えたのは、「外国人の立場から見て分
かりやすくする」という視点です。これは日常海外へ出
張の多い職員が共通に感じていることですが、日本特有
の事情や相手の背景を理解しないで日本の技術を説明し
ても、理解されないことが多い、という事実です。その
ため、海外通のメンバーで協議して、強調すべきところ
と軽く扱うところをメリハリをつけて表現するととも

に、相手の理解を助けるための表現を多く取り入れて編
集しました。
例えば、「積算」業務ですが、日本では会計法があり、
発注者が自ら積算し予定価格を持つことが前提になって
いるため、「積算システム」という概念がありますが、
これは諸外国では一般的な仕組みではありません。極論
すると「見積もり作業」はあっても「積算」という概念
はないといった方が良いかも知れません。
したがって「なぜ、そのような仕事をJACICがしてい
るのか？」という説明が必要になってきます。
また、事業項目の分類も従来の範疇に拘らず4つの分
野に分けて説明していますし、順番にも工夫しました。
要するに自分たちが海外で使う場面を想定して、使い
やすいように編集したということです。

3.　ホームページ上でもダウンロード
印刷して冊子にしたのは、今回200部だけですが、毎
年すこしずつ改訂をしていこうと考えています。
この2014年11月版は、JACICホームページ上でもダウ
ンロード出来ますので、以下ご参照ください。
http://www.jacic.or.jp/english/count31.html

　　　　（国際交流プロジェクトチーム　河内康）

最初の見開きページ

http://www.jacic.or.jp/english/count31.html
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