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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1年を簡単に振り返ってみます。
前年並みに確保された公共事業については、消費税引

き上げによる景気への影響を緩和するため、過去に例を
見ないような規模の前倒し発注が国を中心に行われ、一
部にはʻ公共事業の拡大が民需を阻害しているのではな
いかʼと言われ、普段聞きなれないʻクラウディングア
ウトʼなる言葉まで新聞を賑わせました。また、建設業
界全体の経営環境は、このような風を受けて、総じて前
年を上回る成績をあげられています。しかしながら、今
年もまた　広島の豪雨や御嶽山の噴火による災害など、
日本列島を大きな自然災害が襲いました。

この様な社会環境の中でのJACICの活動1年ですが、
まず、CIM（Construction Information Modeling/
Management）に代表される建設生産システムの新しい
フェーズの推進では、国内外活動の中心となってその役
割を果たしました。また、IPS（Intrusion Prevention 
System；侵入検知・防御システム）など各システム・
セキュリティの大幅な改善を行うとともに、データベー
スの分散・連携の視点からコリンズ・データなどと他の
データベースの連携について検討を進めてきました。さ
らに、業界に先駆けてJACIC内の幹部会などの主要会議
におけるペーパーレス化を実現するなど、各分野で活発
に事業を展開してきました。

さて、今年は昭和60年11月に設立されたJACICの創立
30周年にあたります。新しい時代に向けて、次に述べる
取り組みや準備をしていきたいと考えております。

1.　CIMと海外事業
CIMの活用は、これからの社会基盤施設の整備・管理

の重要なツールとして不可欠なものになっていくでしょ
うし、また建設業等の海外進出のためには既に不可欠の
ツールとなっています。JACICとしては、引き続き国の
主導のもと、率先して国内外の活動の中心的役割を果た
してまいります。

2.　コリンズ･テクリスを軸とする新サービスの開発
コリンズ・テクリスはJACICの基幹システムであり、

この基幹システムを利用者の新たな要求に応えるべく改
良・拡充していくことが、JACICの最重要課題の一つと
考えております。一昨年の「社会資本メンテナンス元年」
に伴う新しいサービス項目の追加や、地方自治体の人材
不足を補うためのサービスのあり方、さらには他のデー
タベースと連携した、より付加価値の高い情報の提供な
ど、積極的に研究・検討してまいります。

3.　地方公共団体に対する支援の推進
昨年施行された改正品確法をはじめとする、国の諸施

策の地方公共団体への浸透とそれを実行に移す執行能力
の確保も課題です。JACICはコリンズ・テクリスの一層
の普及などを通じて、地方公共団体の業務能力の確保と
効率化に寄与する方策を探ってまいります。積算システ
ムのWEB化の浸透、さらには販売開始3年目を迎える
Photog-CADの 利 用 拡 大 も あ り ま す。 昨 年、Photog-
CADによる災害査定申請第1号が正式に実現しました
が、更なる利用拡大により地方公共団体の事務の効率化
を支援していきます。

以上のように、常に社会のニーズに的確に応え、必要
な情報技術をもって積極的に社会貢献をしてまいりま
す。

今年もJACICをよろしくお願い申し上げます。

新 年 の ご 挨 拶
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JACICにおける平成26年1月～12月における大きな
ニュースを6項目にまとめてみました。

1.　CIMの推進活動加速
5月「CIM技術検討会平成25年度報告」がまとまり、

JACICホームページで公開しました。ホームページへの
掲載4日間で報告書は2600ダウンロードを記録し、CIM

（Construction Information Modeling）への関心の高さ
を示しました。担当の研究開発部では、全国11都市にお
ける延べ33回の講演会に職員を派遣し、CIMの普及・啓
発に努めました。

また10月には標準化活動の国際的動向を把握するた
め、BuildingSMARTのトロント会議にも職員を派遣し
ました。

2.　各システムのセキュリティ大幅向上
JACICの「建設副産物情報交換システム」をはじめ「入

札情報サービス（統合PPI）」「コリンズ・テクリス」な
どにIPS（Intrusion Prevention System;侵入検知・防御
システム）を導入し、外部からの侵入に対するセキュリ
ティを向上させました。また、電子入札施設管理センター
ではISMS（情報セキュリティマネジメントシステム
ISO/IEC27001）の認証を取得していますが、現在新規
格への対応を進めているところです。

3.　ペーパーレス会議を、業界団体で初めて導入
JACIC内の定例会議（幹部会、経営会議等）にタブレッ

ト端末を導入し、ペーパーレス会議を業界団体で初めて

実現しました。これによりコピー使用枚数の大幅節減に
寄与しました。

4.　10年継続でISO9001永年認証表彰
JACICは、2003年12月にISO9001（品質管理）の認証

を取得して以来10年間、それに基づく業務管理に継続し
て取り組んだため、平成26年1月には認証会社の㈱マネ
ジメントシステム評価センターより「マネジメントシス
テム永年認証表彰」を受けました。

5.　地方公共団体業務の情報化支援拡充
Photog-CADは、災害査定設計書を効率的に作成する

ためにJACICが開発したパッケージソフトです。家庭に
あるデジタルカメラで、3方向から撮影した写真画像に
よって三次元モデルを生成するとともに、土量等を計算
し、工事費までを直ちに算出できます。

今年岩手県においてPhotog-CADを導入した「災害査
定設計書」が、全国で初めて国土交通省に受理されまし
た。いよいよ現実の場面における利用が始まったところ
です。「平成26年度災害手帳」にPhotog-CADが実名で
記述されたことも寄与しました。販売実績は110を超え、
農林部門への普及も始まりました。

また全国の地方公共団体が次々と「施工パッケージ
型積算方式」を導入していますが、JACICでは「Web
版土木積算システム」に施工パッケージ型積算機能の
実装や更なる機能更新を図り、昨年は岩手県から新た
に受託しました。Web版では発注者によるシステムの
保守管理負担が大幅に軽減されます。さらにJACICの
データセンターを通じたASP（Application Service 
Provider）サービスについては、昨年からの仙台市を含
め既に5つの地方公共団体に提供しています。

6.　設立30周年記念事業としての研究助成事業拡充
JACICは平成27年11月に創立30周年を迎えます。これ

に先駆けて平成26年度の研究助成については、大幅な拡
充を図りました。「指定課題」および「自由課題」の助
成額を記念枠として増額するとともに、重点助成として

「高度な研究または早期に実現が期待できる研究」に対
しては、1,000万円を限度とする特別枠を設けて募集しま
した。この結果、助成対象は特別枠として3件、記念枠
として14件、合計17件を選定しました。平成27年以降の
報告会において、その成果が発表されることになります。

関連する助成研究事業のサイト
http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html　　

（広報グループ長　　河内康）

ニュースと解説

JACIC平成26年の６大ニュース

図1　CIMのダムへの適用例

図2　タブレットによる会議風景

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html
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JACICは平成26年11月13日（木）午前、乃木會舘（東

京都港区）において、第16回の「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

いる最新の情報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、7人のJACIC職員がそ

れぞれ20分ずつ発表しました。その内容を以下報告しま

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、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、このうちCIMの研究成果について

は少し詳しい解説がありました。その後主要な課題につ

いて、個別の報告が以下のとおり6件ありました。

2.　社会基盤情報標準化委員会の2014年度活動
社会基盤情報標準化委員会は、2013年度より体制を変

え、標準化テーマを小委員会組織案を含めて公募するよ

うになりました。研究開発部児玉主任研究員の方からは、

その2013年度から2014年度の活動報告がありました。現

在6つのテーマで小委員会活動が行われており、毎年2回

6月と12月に開催される本委員会に、その活動内容を報

告するとのことです。

3.　画像認識技術を利用した図鑑構築
研究開発部の高津次長より、河川水辺における「図鑑

法」による植物の同定について説明がありました。位置・

時間・写真画像等のパターン認識を通じて、手軽に参加

でき、継続的な情報が得られる調査方法を提案するもの

です。

4.　Photog-CADの普及と今後の展開
災害査定支援システムPhotog-CADについては、今年

度岩手県による災害査定設計書が国土交通省に初めて受

理され、実用化が一気に進んでいます。システムエンジ

ニアリング部満田参事からは、実際の現場における有効

な活用法についての、技術的報告がされました。例えば

金網越しで写真を取ってもPhotog-CADの機能としては

大丈夫とのことです。

5.　タブレットPCとWiFiによるペーパーレス会議
同じくシステムエンジニアリング部の桔梗参事から

は、今年JACIC内の定例会議に採用されたタブレット端

末と、それを用いたペーパーレス会議についての説明が

ありました。これによって1人当たり30枚の会議資料が

無くなったとのことです。

6.　地方自治体向けの施工パッケージ積算システム
積算システムセンター中村研究員からは、地方公共団

体でもクラウド化が進んでおり、それに対応したJACIC

の新商品Web版積算システムのASPサービスを紹介し

ました。仙台市への導入をモデルに具体的な方法の解説

がありました。

7.　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次長からは、既存の

データベースを統合するのではなくて、分散したままで

連携するという考え方と手法について説明がありまし

た。JACICでは(一財)建設業技術者センターとの連携の

もと、コリンズと管理技術者資格者証データベースにつ

いて試行版を作って実験を開始しているとのことです。

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

になって下さい。

http://www.jacic.or.jp/kenkyu/16/16.html

　　　　　　　　　（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　開催報告

坪香所長からの概要説明

JACIC便り

http://www.jacic.or.jp/kenkyu/16/16.html
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JACIC便り

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26年11月13日（木）午後、乃木會舘（東京都港区）

で第12回研究助成事業成果報告会を開催致しました。本

報告会では、平成24～25年度に研究した12件の内、継続

研究を除く6件について報告していただきました。

建設分野のCIMモデルの最適詳細度に関する研究で

は、久保知洋さんから「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」と題して、河川管理施設の維持管理を例に3次元モ

デルを利用するために3次元モデルの段階的な詳細度に

ついて定義を普遍化するため、各種土木構造物における

設計や施工についての各段階に必要な3次元モデルの詳

細度の基準化に関して提案がありました。

建設分野に密接なデジタル写真の改ざんに関する研究

では、竹田直人さんから「改ざん検知システムの開発」

と題して、改ざんの検証手順として、「Exif解析」、

「JPEG解析」、「ノイズ解析」、「パターンマッチング」の

4段階で行うことにより、既存工事写真20,544点を元に、

Adobe Photoshopなどのソフトウェアで作成した改ざん

データを用いて、検証を実施し改ざん検出率約99.4％（理

論値）まで検出精度を高めることができたとする報告が

ありました。　

全国電子地盤図に関する研究では、山本浩司さんから

「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」と題して、地盤情報の利用･共有・有効活用として、

高密均質な3次元地盤情報の提供を通じて広域的地震防

災へ寄与するために、全国電子地盤図の作成地域の拡大

とその地震ハザード評価等への活用の検討に取り組んだ

との報告がありました。

異なる計測方法によるレーザ計測データに関する研究

では、住田英二さんから「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」と題して、CIMに活用する3次元

データには、トータルステーションを用いた現地測量成

果、航空レーザ計測データ、地上レーザ計測データ等、

複数の3次元データが考えられ、今後3次元データを活用

するためには、各データの結合や設計・施工時の利用に

関する標準仕様の検討、今後重要な技術として位置づけ

られる最低必要な点群データ密度等の指針検討、さらに

は構造物形状の自動抽出の検討に取り組んだとの報告が

ありました。

3次元拡張現実のための評定に関する研究では、布施

孝志さんから「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」と題して、複数の

センサの統合手法として、モバイル端末搭載のGPS・加

速度センサ・ジャイロセンサ・地磁気センサとカメラを

用いた標定手法を開発し実データへの適用（MMSデー

タとの比較）を通して統合前と比較して精度が向上する

ことを確認した報告がありました。

道路維持管理支援システムの設計にあたり情報システ

ムの定義にあたる情報の収集、処理、伝達、利用の観点

に関する研究では、窪田 諭さんから「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」と題して、道路における施設補修や苦情対応な

どを行う維持管理業務は、住民にとって重要なサービス

であり、道路構造物の被災状況を正確に把握するために、

維持管理情報を最新かつ品質の確保された状態で利用で

きるように平常時と災害時の情報管理を考慮する検討に

取り組んだとする報告がありました。

報告書の内容は、JACICの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/josei/itiran.html

（経営企画部　上席参事　落合清二）

第12回研究助成事業成果報告会開催報告

研究者のプレゼンテーション

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html
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なぜ情報システムの暗号技術は時間が経てば更新が必要か？

（システムエンジニアリング部　桔梗靖之）

情報システムにはセキュリティを確保するため、暗号
技術を用いたプログラムが組み込まれています。しかし、
暗号技術は時間が経つとセキュリティの確保が困難に
成っていきます。今回はそんな疑問について取り上げて
みます。

暗号技術は昔、忍者が「山」と言えば「川」と応える
ように、あらかじめ相手を特定する目的、あるいは他の
誰かに秘密を知られないようにする目的で用いられてい
ました。現在、情報システムが暗号技術を適用する目的
は、昔の忍者のように想定している相手以外の誰かに見
られてはいけないものを、想定している相手だけに伝え
るためです。

インターネットが発達し、直接相手に会う時間とコス
トが軽減できます。一方、顔の見えないインターネット
では、通信相手が確かに想定している対象であるか確認
が必要となります。情報システムでは暗号技術を応用し
て通信相手が正しいかを確認しています。

しかし、上記で取り上げた暗号技術は、コンピュータ
の計算能力の向上や、暗号技術を解く技術の発達により、
そのまま利用していると、時間の経過とともに暗号技術
が解読される可能性が高まり、セキュリティを保てなく
なります。対処として、暗号技術を更新します。

暗号技術を解読する技術の動向を図1のグラフに示し
ます。横軸に時間を示し、縦軸にコンピュータの計算能
力と、暗号技術を解読する際に必要となる計算能力を表
したものです。
図1を見ると、時間経過とともに暗号技術が解読され
る可能性が高くなっていく様子が示されています。現在
のRSA1024ビットという一般的に利用されている暗号
技術のレベル（グラフ中の横線）では、世界最高のコン
ピュータを用いると、1年程度で凌駕する(解読できる)程
度になって（赤い部分）います。ところがRSA1536ビッ
トという暗号技術レベル（グラフ上方の横線）では2030
年から2035年までは解読が困難であることがいえます。

初心者コーナー

図1　時間経過による計算機性能向上と暗号技術との関係
出典：総務省　暗号技術検討会 CRYPTREC Report 2013 第3章　図3.1
　　　http://www.cryptrec.go.jp/report/c13_eval_web_final.pdf

http://www.cryptrec.go.jp/report/c13_eval_web_final.pdf
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はじめに
昨年11月27日午後、立命館アジア太平洋大学（APU）

の塚田俊三教授が引率されて同大学院の留学生11名と米
国人助手の方にJACICにお越し頂き、海外でのPPPにつ
いてJACICからプレゼンテーションを行い、意見交換を
行いました。その際の概要を個人的な意見も含めて述べ
たいと思います。

1.　プレゼンテーションの概要
留学生の方々は、タジキスタンから3名、ラオスから2

名、アフガニスタンから6名で、皆さん母国の政府職員
とのことでしたが、ラオスでは、水力発電PPPプロジェ
クトをタイの電力公社などが積極的に展開している一
方、タジキスタンとアフガニスタンではPPPはあまり積
極的に展開していない状況ですので、PPPについて初め
て聴かれる方向けでかつ実務的に以下の６点にポイント
を置いて40分程度プレゼンテーションを行いました。
① PPPについては、2014年11月初めの北京でのAPEC首

脳会合で、インフラ整備にPPPを推進することが決
まった（資金需要とインフラ整備需要のギャップを埋
めるために。）

② PPPに国際的に決まった定義はなく、一般的に理解さ
れていることとしては、本来は公的セクターが責務を
負うサービスを、民間に責任とリスクを合わせて移譲
するアレンジメントである。

③ PPPのアレンジメントは、全て契約に基づき。契約だ
けが拠り所である（世界銀行のモデル契約のサイトを
紹介）。契約の土台となる明確な法体系の整備は、
PPPの成功には不可欠である。

④ 投資家は飽くまでも利益追求が目的なので、リスクを
押しつけると投資しない。

⑤ 投資家は、SPCを立ち上げるまでにプロジェクト・マ
ネージメント・チームを編成して、プロジェクトのあ
る政府と交渉するので、政府側も適切なレベルのスキ

ルが不可欠である。
⑥ 投資家の収益源は、第一がSPCの株式配当で、第二が

SPCの株式譲渡である。（韓国のインチョン大橋㈱の
例を説明）一般的に、具体的な実態についての情報は
外部に出てこない。
 

2.　質疑応答
お越しになった留学生の皆さんは、PPPについての説

明を興味津々と言った眼差しで聴講されました。また、
塚田教授は、筆者が世界銀行勤務時代の同僚でしたので、
教授からのご質問やコメントは世界銀行に関わるものが
中心でしたが、留学生の方も世界銀行など国際金融機関
の協力を強く意識されているようでした。

留学生の方々からは、政府内での投資家との交渉窓口
はどこか、企業から提案書に書かれた内容はどう確認す
るのか、投資家とプロジェクト・マネージャーとの関係
はどうか、など事務手続きに係る質問が多くありました。
これには、参加された方々が政府職員で、PPPとの対応
に直面していることが感じられました。

 
3.　おわりに

APECやG20の首脳会合などでPPP推進が決定され、
中国が提唱し21カ国が参加することを決めているアジア
インフラストラクチャー投資銀行（AIIB）構想が具体
化しつつある中で、世界銀行は10月初めにグローバル・
インフラストラクチャー・ファシリティ（GIF）の設立
発起人会を開催、日本からも政府と国際協力銀行（JBIC）
が参加しました。今回来られたタジキスタンからの留学
生の一人は、中国から色々なインフラ整備についてPPP
を活用する提案が来ていて対応が大変と述べられ、PPP
の波が世界を覆っていることを感じられました。

海外支援室のサイト
http://www.jacic.or.jp/kouryu/kaigaisien/index.html

　　　　　　　（海外支援室長、審議役　藤森祥弘）

立命館アジア太平洋大学の留学生を迎えて
～海外支援室の活動から～

JACIC便り

http://www.jacic.or.jp/kouryu/kaigaisien/index.html
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近畿地方センターにおける平成26年4月以降の主な活
動状況をご紹介します。

■「電子入札近畿連絡会議」の開催
平成26年6月26日（木）に、大阪府立労働センター（大

阪市中央区）にてJACIC主催の「電子入札近畿連絡会議」
を開催しました。国土交通省 近畿地方整備局、7府県（福
井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）と27市町

（オブザーバー1市含む）、5公社等、合計41機関・56名の
入札・契約担当者からご参加いただき、活発な意見交換
等を行いました。

■「RCCM資格試験受験準備講習会」の開催
平成26年7月29日（火）に、大阪YMCA国際文化セン

ター（大阪市西区）にてJACIC主催の「RCCM資格試験
受験準備講習会」を開催しました。

本年度は268名に受講していただきました。

■「建設技術展2014近畿」に出展
JACICは今回で14回目を迎えた「建設技術展2014近畿」

に共催、出展しました。今年度はマイドーム大阪（大阪
市中央区）にて、10月29日（水）・30日（木）の二日間
開催されました。展示ブースではPhotog-CAD（災害査
定効率化支援システム）、CIM、建設副産物・建設発生
土情報交換システム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、約800名にご来訪いただき
ました。有り難うございました。

■「Photog-CAD」の講演、普及活動
京都府木津川市からの依頼を受け、平成26年11月10日

（月）に職員の方16名へPhotog-CADの説明会、現地指
導（写真-4）を行いました。

Photog-CADは、家庭用のデジタルカメラで3方向か
ら撮影した写真を基に、3D-CAD図面を作成し、内蔵の
設計データより、災害査定の申請書類作成から積算まで
を行える優れたソフトです。平成26年災害手帳、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）にも記載があります。

講演等をご希望の際は下記近畿地方センターまでご用
命ください。

Mail：kinki@jacic.or.jp

（近畿地方センター長　吉谷幸二）

地方便り

近畿地方センターの活動報告

写真-1　近畿連絡会議の様子

写真-2　講習会の様子

写真-3　JACICブースの様子

写真-4　現地検証の様子（京都府木津川市地先）
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「G空間EXPO2014 地理空間情報フォーラム」へ出展
（平成26年11月13日から15日  東京・お台場 日本科学未来館）

G空間EXPOは、2010年に産官学の連携のもとに初め
て開催された、わが国の測量・地図に関する最新技術や
活動を紹介するイベントです。

G空間EXPO2014は昨年に引き続き、東京・お台場の
日本科学未来館（Miraikan）を会場に、11月13日から3
日間に渡り、開催されました。総来場者数（＝ゲート通
過者カウント）は20,311人（前年比15％増加）と多くの
方にご来場頂きました。

開催初日は、メインステージのオープニングセレモ
ニーにおいて、日本科学未来館の毛利衛館長の挨拶から
華々しくスタートしました。

企画展示ホール（1F）の地理空間情報フォーラムでは、
主催団体・民間企業・国の機関等から約50団体が出展参
加（JACIC含む）し、今日の技術動向としてGIS技術、
リモートセンシング技術、準天頂衛星を利用したGNSS

（衛星測位システム）技術活用等の展示やUAV等を活用

した3次元計測・MR（複合現実）の体験等が行われま
した。

JACICブースでは、国交省のCIMの取り組み、災害復
旧支援システムPhotog-CAD、建設副産物情報交換シス
テム（COBRIS）について説明を行い、一般の方を含む
多くの来場者と質疑応答を交わすことができました。

「CIMとは？」のパネルで興味を持って頂いた方が多かっ
たようです。

また、ベンダーフォーラム会場においては、出展者の
業務説明や研究成果報告が行われました。その中で
JACICからはPhotog-CAD Ver.2の特徴や最近の事例・
普及活動の紹介を行いました。

会期中の模様は、新聞及び報道のニュース番組で紹介
され、一般への普及・啓発と共に、団体・企業・大学間
並びに海外の機関との新たなビジネス協力・技術連携の
確立にも寄与したものと思われます。

（研究開発部　主任研究員　橋爪宏之）

G空間EXPO オープニングセレモニー ベンダーフォーラムPhotog-CAD紹介発表

地理空間情報フォーラムのJACICブース図　三日間の来場者数
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