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JACICでは、4月23日（木）に開催される国際会議「ICCBEI 
2015」の中で行われる「JACICセッション」の聴講者を
募集しています。その開催概要を説明させて頂きます。

1．国際会議ICCBEI2015とは
JACICnews3月号でも紹介しましたが、来る平成27年

4月23日（木）～24日（金）、International Conference on 
Civil and Building Engineering Informatics （ICCBEI; 
土木建築情報学国際会議）という国際会議が、東京京橋
の東京スクウェアガーデン5F東京コンベンションホール
で開催されます。

主催は、土木学会土木情報学委員会およびAGCEI（Asian 
Group of Civil Engineering Informatics；アジア土木情報
学グループ）の共催です。
「土木学」と「情報学」の接点となる「土木情報学」

という新しい学問領域を、アジアで先進的に取り組んで
おられる研究者たちと協力して確立して行こうという趣
旨で設立された国際会議です。 

2013年のJACICセッションの状況

2．JACICの関わり
本会議の主催者の一翼を担うAGCEIには、JACICの

理事長が参加しています。このことからJACICは、資金
面・論文参加・運営の人的協力の3つの形でサポートし
ています。その中でJACICは研究者ばかりでなく、一般
の方も興味を持って参加頂ける「JACICセッション」を
企画し、運営することになっています。

3．「JACICセッション」とは
国際会議ICCBEIの中で、JACICが担当・運営するセッ

ションです。下記のとおり、会議初日の4月23日（木）
午前中に、基調講演に引き続き開催予定です。高村裕平
国土交通省技術調査課建設システム管理企画室長をはじ
めCIMに関する内外の専門家に参加いただき、CIMの進
展や国際動向を踏まえた今後の展開など、興味深い討議
が期待できる内容となっています。

日時：4月23日（木）9：30～12：30
場所：  東京スクウェアガーデン5F 東京コンベンショ

ンホール
　 1．開会セレモニー
　 2．基調講演　（独ケーニッヒ教授）
　 3．JACICセッション（パﾈルデｨスｶッション）
テーマ「 日本とアジア各国のBIM/CIMの進展とその

将来」
座長：蒔苗耕司　　宮城大学教授
パﾈﾘスト　
　高村裕平　　 国土交通省技術調査課建設システム

管理企画室長
　古屋　弘　　㈱大林組技術研究所　
　濱田文子　　㈱ニコントﾘンブル　　
　李　相澔　　韓国延世大学　教授
　謝　尚賢　　国立台湾大学　教授

　
4．聴講者募集

国際会議参加者とは別枠で、基調講演とJACICセッ
ションの聴講者を募集しています。事前申込のみで、募
集定員は150名です。

聴講は無料で、JACICホームページの下記URLから
申込いただけます。同時通訳が付きます。

聴講者には、土木学会CPDが1.8ポイント認められて
います。奮ってご応募下さい。

http://www.jacic.or.jp/jseminar/201504.html
　　　　　

（国際交流プロジェクトチーム　河内康）

ニュースと解説

国際会議ICCBEI2015の開催案内
―「JACICセッション」聴講者募集（無料）―

http://www.jacic.or.jp/jseminar/20150417.html
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公共工事の品質確保の促進に関する法律（以下「品確

法」といいます。）は、平成26年に改正され、その第22

条において、国は、品確法第3条に定める基本理念にのっ

とり、発注者を支援するため、発注関係事務の適切な実

施に係る制度の運用に関する指針を定めることとされま

した。

国は、これを受けて、地方公共団体、建設業団体、学

識経験者などの意見も聴いて、本年1月30日、「公共工事

の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議」において、

「発注関係事務の運用に関する指針」（以下「運用指針」

といいます。）を申し合わせました。

運用指針は、発注者共通の指針として、①発注関係事

務の各段階で取り組むべき事項や、②多様な入札契約方

式の選択・活用について体系的にまとめられています（こ

こでは、このうち①を中心に概要を紹介します）。

特に、運用指針の目的としては、各発注者に共通する

重要課題であるダンピング受注の防止、入札不調・不落

への対応、社会資本の維持管理、中長期的な担い手の育

成・確保等に対して、発注関係事務の適切な運用を図る

ことが挙げられています。

なお、国は、運用指針に基づき発注関係事務が適切に

実施されているか定期的に調査を行い、その結果を公表

するほか、必要に応じて運用指針の見直しを行うことと

しています。

まず、①については、各発注者は、発注関係事務の各

段階で、以下の事項に取り組むこととしています。

（1）調査及び設計段階

・ 事業全体の工程計画の検討等

・�調査及び設計業務の性格等に応じた入札契約方

式の選択

・�技術者能力の資格等による評価・活用等

（2）工事発注準備段階

・�工事の性格等に応じた入札契約方式の選択

・�予算、工程計画等を考慮した工事発注計画の作成

・�現場条件等を踏まえた適切な設計図書の作成

・�適正利潤の確保を可能とするための予定価格の

適正な設定

・�発注や施工時期等の平準化

（3）入札契約段階

・�適切な競争参加資格の設定、ダンピング受注の

防止等

・�工事の性格等に応じた技術提案の評価内容の設定

・�競争参加者の施工能力の適切な評価項目の設定等

・�入札不調・不落時の見積もりの活用等

・�公正性・透明性の確保、不正行為の排除

（4）工事施工段階

・�施工条件の変化等に応じた適切な設計変更

・�工事中の施工状況の確認等

・�施工現場における労働環境の改善

・�受注者との情報共有や協議の迅速化等

（5）完成後

・�適切な技術検査・工事成績評定等

・�完成後一定期間を経過した後における施工状況

の確認・評価

また、（6）「その他」として、入札・契約のIT化の推

進や、書類・図面の簡素化・統一化、手続きの統一化に

努めることとしています。

さらに、「発注体制の強化等」として、発注者自らの

体制整備、外部からの支援体制の活用、工事成績データ

の共有化・相互活用等、発注者間の連携体制の構築に取

り組むこととしています。

②の多様な入札契約方式の選択・活用については、多

様な入札契約方式を紹介した上で、その選択の考え方や

留意点などを示しています。加えて、地域における社会

資本を支える企業の確保、若手や女性などの技術者の登

用、維持管理の技術的課題への対応、発注者の支援に資

する入札契約方式の活用例を列挙しています。

JACICとしても、技術者、工事成績等の各種データベー

スの構築や、予定価格設定のための適正な積算、入札・

契約のIT化などに関し、発注関係事務の適切な実施に

貢献しうる点が多々あるものと考えています。今後、運

用指針にそった発注関係事務が円滑に進むよう、発注機

関のご要望もお聴きしながら、必要な事業展開を図って

まいります。

　　　　　　　　　　　　　　（理事　山下　章）

ニュースと解説

品確法に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」
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JACIC便り

平成26年11月9日（日）に実施された平成26年度のRCCM
資格試験の結果が、平成27年2月27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6,291名と昨年比で6.1%増加していますが、
合格者数は1,669名と昨年比で11.8%減少しています。合
格率は26.5%で昨年より5.4ポイント低くなっています。
なお、平成3年度から平成26年度までの平均合格率は
38.6%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1,558名、最
も少なかったのは廃棄物部門で11名でした。合格率が最
も高かったのはトンﾈル部門で48.9％、最も低かったの
は建設情報部門で14.9%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計で50,178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。

（経営企画部　参事　宮﨑豊）

平成27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月初めに下
記のJACICホームページに掲載します。
http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2015.html

●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）

平成26年度RCCM資格試験合格発表

平成27年度RCCM資格試験受験準備講習会の実施

部門名 受験者数 合格者数 合格率
河川、砂防及び海岸・海洋 915 237 25.9
港湾及び空港 152 28 18.4
電力土木 28 8 28.6
道路 1,558 365 23.4
鉄道 24 8 33.3
上水道及び工業用水道 255 58 22.7
下水道 320 84 26.3
農業土木 293 113 38.6
森林土木 149 47 31.5
造園 48 12 25.0
都市計画及び地方計画 223 61 27.4
地質 150 51 34.0
土質及び基礎 470 118 25.1
鋼構造及びコンクﾘート 738 198 26.8
トンﾈル 88 43 48.9
施工計画、施工設備及び積算 341 90 26.4
建設環境 225 64 28.4
機械 17 5 29.4
水産土木 41 20 48.8
電気電子 144 40 27.8
廃棄物 11 4 36.4
建設情報 101 15 14.9

合　　計 6,291 1,669 26.5

部門別合格者数

№ 開催地 開催日 会場名 住所 TEL 定員
1 札　幌 7/24（金） 北海道経済センター 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 011-231-1355 250
2 仙　台 7/23（木） フォレスト仙台 仙台市青葉区柏木 1-2-45 022-271-9340 250
3 東京 1 7/27（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
4 東京 2 7/29（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
5 新　潟 7/30（木） 新潟県建設会館 新潟市中央区新光町 7-5 025-285-7111 160

6 名古屋 8/04（火） 名古屋サンスｶイルーム
（名古屋 AT ビル） 名古屋市中区錦 1-18-22 052-201-3344 300

7 大　阪 7/28（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 7/31（金） メルパルク HIROSHIMA 広島市中区基町 6-36 082-222-8501 150

9 高　松 7/31（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 7/23（木） 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 340
11 沖　縄 7/30（木） 沖縄産業支援センター 那覇市字小禄 1831-1 098-859-6234 180

平成27年度RCCM資格試験受験準備講習会の会場

（経営企画部　参事　宮﨑豊）
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はじめに
海外支援室でお話をさせて頂く多くの方々から、ODA

と連携して海外でインフラ投資事業ができないのかと言
うご質問をよく頂きます。そこで、今回はどうすれば
ODAと連携したインフラ投資事業が海外で可能なのかを
投資事業サイドからポイントをお示ししたいと思います。

1．海外インフラ投資事業のスキーム
以前にインフラ投資事業のスキームをご紹介致しまし

た。大別して、BOT、BTO、BOOと言ったGreenプロジェ
クトとLO等のBrownプロジェクト（維持管理のみ）が
あり、その違いはインフラ本体を建設（Build）を含む
かどうかでした。最近は、老朽化したインフラを補修し
て運営管理をするROT（Rehabilitate-Operate-Transfer）
と言ったタイプも出てきていますが、既存インフラを借
り受けて、質的改良を含まず保全的措置だけをする場合
はLOですし、質的改良を含む場合は、質的改良分は
BTO、既存インフラ部分はLOですので、BTOとLOの
混合型になります。

欧米のコンセッション事業を世界中で展開している企
業等では、LOを中心に事業展開をするBrown型指向企
業と、自社以外が建設に携わらないインフラは運営管理
しない（LOは行わない）とするGreen型指向企業に大
別できます。

2．汎用可能なODAとの連携の事例
顧客ニーズ、投資家、分野などにより、そうしたスキー

ムとODAとの連携方法は多様の可能性があります。
以下に3つの汎用的な例を示します。

（1）上下分離タイプ
インフラの建設をODAで行い、そのインフラの運
営管理を投資事業のLOとして行うものです。例え
ば、港湾のふ頭整備をODAで行い、ふ頭の運営管
理をLOで行うことなどです。

（2）VGF（ヴァイアビリティ・ギャップ・ファンディング）
BOT事業やBTO事業などで、料金収入だけでは採
算性が確保できない場合に、円借款を通じてSPCに
資金的な支援を行うものです。

（3）ODA対象インフラ活用型　
ODAで整備されるインフラを活用して、民間事業
者が独自に投資事業を展開するものです。例えば、
幹線道路をODAで整備し、その沿道で「道の駅」
を展開する投資事業を行うことなどです。

これらを組み合わせるなど多様な連携方法の可能性が
あるのですが、実際はなかなかODAとの連携案件が多

くは出て来ていないのが現状です。その課題の主なもの
を挙げてみると、次の3点になります。

①  ODAはG2G（政府間）の事業で、一方、投資事業
は民間企業活動です。そのために、両者が時間的に
連携して動くことが困難な場合が多く見られます。

②  投資事業の投資家がODA事業の準備段階の早い段
階で投資判断ができる情報が入手できないことか
ら、投資家が関心を持ち得る案件でも連携が困難に
なっています。

③  投資事業の採算性が悪化した場合に、投資家は常
に事業からの撤退の可能性を検討する必要があり
ますが、ODAでは撤退を想定できないため、投資
家はODAとの連携を検討し難くなっています。

3．ODAと投資事業の連携のポイント
こうした課題を克服するためには、ODA関係者の投

資事業への理解が大前提であることは言を待ちませんが、
特にODA関係者と投資家が資本の「時間価値」を異なっ
た捉え方をしていることに留意する必要があります。

それを前提として、次の3つのポイントを押さえれば、
ODAと投資事業が組み立てやすくなるのではないかと
考えます。

①  ODAが投資事業の意思決定の迅速性に対応できる
こと。（ODAの手続きが往々にして冗長になるため）

②  ODAのF/S段階で投資事業を組み込めること。（投
資家が投資判断できる情報を入手できるように）

③  ODAのF/S段階で、情勢変化に対応して投資家の
撤退を想定すること。（ODA事業が何らかの事情
で大幅に遅れ、投資家が撤退せざる得ない場合へ
の対応を準備しておくため）

おわりに
政府が2015年2月10日に決定した「開発協力大綱」の

閣議決定文では、ODAは「我が国政府及び政府関係機
関によるそれ以外の資金・活動（ODA以外の公的資金

（OOF）、国際連合平和維持活動（PKO）等）や開発を
目的とする又は開発に資する民間の資金・活動（企業や
地方自治体、NPOを始めとする多様な主体による資金・
活動）との連携を強化し、開発のための相乗効果を高め
ることが求められる。」と位置付けられ、「多様な資金・
主体と連携」することへの期待が謳われています。開発
大綱の趣旨に沿って、ODA関係者が一層海外でのイン
フラ投資事業との連携に取り組まれ、多くの採算性の良
い投資事業が組成されることを期待致しております。

（審議役、海外支援室長　　藤森祥弘）

ODAと連携した海外インフラ投資事業
初心者コーナー
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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
山本浩司・（一財）地域地盤環境研究所
三村　衛・京都大学大学院工学研究科

1．研究の目的
我が国では国土建設の歴史の中で多数の地盤調査が行

われてきた。その膨大な地盤調査データ（地盤情報）は
種々に集積され、各地域の建設活動や地震防災検討等へ
二次利用されている。しかし、現在、種々のデータベー
スとして一般公開されている地盤情報には、大きく3つ
の課題が残されている。
① 公開される地盤情報の多くは1次元の柱状図データ（断

片的な情報）なので、地盤構造全体の3次元的な情報
化が必要である。

② その地盤情報の解釈と活用には、地盤工学や地質学の
専門知識が必要である。

③ 公開機関によって地盤情報の表現形式は違うので、統
一的基準で活用するには第二の情報化が必要である

（例えば日本全国を対象とする地盤災害ﾘスクの検討
において）。
そのような課題に対処し、地盤情報の利用・共有を可

能とする基本ツールとして『全国電子地盤図』が起案さ
れた（地盤工学会、2007）。

本研究は、地盤情報のさらなる有効活用として、高密
均質な3次元地盤情報の提供による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。

2．全国電子地盤図と研究の成果
全国電子地盤図は、柱状図データを基に全国的に統一

な基準で品質を確認し、専門的解釈を加えて作成する3
次元の地盤情報（地盤モデル）である。作成支援システム
を用いて、各地域に集積されたボーﾘングデータを適用
して作成され、Webを介して広く公開される（http://
www.denshi-jiban.jp/）。この地盤情報は東日本大震災
で問題となった宅地地盤の液状化などの災害に対しても
ﾘスク評価の基礎情報として使用可能であり、研究・技
術者のみならず一般市民にも活用可能な情報として公開
される点にも意義がある。さらに、国土交通省の
KuniJibanをはじめとする地盤情報を有効活用して全国
電子地盤図を作成・拡張することで、地盤情報資産の社
会的整備に資することもできる。

本研究では、地盤工学会「全国電子地盤図の作成と利
用に関する研究委員会」を中心に21地区の電子地盤図を
新規に作成した。これより、図1に示す34地区の電子地
盤図をWeb上に公開した。また、全国電子地盤図の活

用と提供に関する研究として、各地域の電子地盤図を地
震防災へ活用するための地震ハザードの評価技術に関す
る検討事例を得た。

3．研究成果の活用と今後の展開
全国電子地盤図は、クラウドコンピューテｨングなど

情報インフラが整備された未来社会において、日本全国
を網羅し、国民がユビキタス的に利用・共有できる表層
地盤情報データベースの基礎になると期待される。その
役割は、学際的な地域研究の推進などの専門家サイドの
活用から、一般の人々に向けての分りやすい地盤情報の
提示や地震ﾘスクと結びつけた暮らしの安全・安心の提
示の基礎データとしての活用などが幅広く想定される。
そのための展開として、これからの時代のニーズにも呼
応し、全国電子地盤図の情報が社会へ向けて円滑に発信
されるように現システムの発展・改善に努力する必要が
ある。

　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26年には
6件の研究報告があり平成26年11月に「第12回研究助成
事業成果報告会」を開催しました。2月号より順次研究
助成成果概要を掲載しています。
　なお、報告書は、以下のサイトに掲載しています。

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（H26年度報告）の概要（3）

図1　全国電子地盤図の作成・公開地区

JACIC便り

http://www.denshi-jiban.jp/
http://www.denshi-jiban.jp/
http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html
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「JACIC情報」は、当センターが年2回発行している機
関誌です。各号の内容はJACIC情報編集委員会で審議・
決定されています。

JACIC情報編集委員会メンバー（H27.2月現在）は以
下の方たちで構成されています。

　・国土交通省　行政情報化推進課　
　・国土交通省　技術調査課　
　・国土交通省　官民連携政策課
　・東京大学大学院　清水英範教授
　・東京都市大学工学部　皆川勝教授
　・ 国土交通省国土技術政策総合研究所建設マﾈジメ

ント　技術研究室　
　・国土交通省国土地理院　企画部　
　・国土交通省関東地方整備局企画部
　　情報通信技術課　
　・ 国土交通省公共事業企画調整課環境・ﾘサイクル

企画室
　・㈱建設技術研究所情報部　
　・パシフｨックコンサルタンツ㈱　情報システム部
　・清水建設㈱　土木事業本部情報システム部
　・三井住友建設㈱建築生産計画部　
　・東芝ｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱官公ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術第三部
　　計14名

バックナンバーの照会は、以下のサイトで、
http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
購入の申し込みは、　http://www.jacic.or.jp/books/
で受け付けています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（広報グループ長　河内康）

機関誌「JACIC情報」の話

現在111号まで発刊しています。次の112号は2015年7
月の発行予定で、JACIC設立30周年記念号として、「将
来の建設事業」を特集します。
平成26年度「品確法」の改正がありました。将来の人
口減と労働者対策を見越して、次世代の教育・事業の継
続は非常に大きな課題になっています。これを情報技術
の面からみると、「技術者データベース」の必要性、
CIMの展開、大学建設部門のIT教育、オリンピック関
連工事の新技術など、色々な展望が見えて来ます。その
ため、各界の代表による記念座談会を計画しています。
座談会で将来展望を議論していただきつつ、情報技術を

駆使した将来の建設業の可能性に関する研究や取り組み
を紹介する予定です。
【主な内容】（予定）
■巻頭言� 国土交通省
■�記念座談会� 国土交通省、建設コンサルタンツ協会、
　　　　　　　日本建設業連合会、学界の代表
■国の機関あるいは研究所における研究
■民間における動き
■その他　JACIC活動コーナー等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（経営企画部　参事　横山輝行）

「JACIC情報112号」の予告

JACIC通信

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


- 7 -

2015.4月号

地方便り

九州地方センターは九州・沖縄8県を担当地域として、
コﾘンズ・テクﾘスを始め、土木積算システム、電子入
札コアシステム、建設副産物・発生土、Photog-CAD、
CIM、調査受託業務の支援と各種の広報活動を行ってい
ます。主な活動報告と今後の活動予定を紹介します。
■コリンズ・テクリス（普及拡大活動）

未導入の市町村に対して、訪問説明会を12団体で実施
しました。4団体で試用申し込みをいただきました。
■Photog-CAD（普及拡大活動）

未導入の市町村に対して、訪問説明会を42団体で実施
しました。実績としては、導入をしていただいた団体は：
3団体、試用申込書をいただいた団体は：9団体、見積り
依頼があった団体は：3団体です。

また、県と連携した県主催（県内全市町村の災害担当
者の参加）のPhotogのセミナー（デモを交えた実践形式）
を検討していただいている県が1県あります。

実践形式でのセミナーを3団体で実施しました。

■CIM（普及活動）
河川やダムの維持管理等にCIMの導入を図っていくた

めに、現場で管理に携わっている技術者を対象に九州地
方整備局とJACICの共催で勉強会を開催しました。　　
九州地方整備局の職員及び関連団体の84名の方が参加さ
れ、有意義な勉強会になりました。

■電子入札コアシステムユーザ会議の開催
平成26年度第1回電子入札コアシステムユーザ会議（九

州ブロック）を7月4日に福岡市で開催し、活発な意見交
換と情報共有が図られました。

■「RCCM資格試験受験準備講習会」の開催
平成26年7月24日（木）沖縄産業支援センターと7月30日

（水）JR九州ホールの2箇所で開催しました。
沖縄会場は72名（受講率97%）、福岡会場は312名（受

講率96%）が受講されました。
■「水シンポジウム2014inながさき」

平成26年8月21日～22日に長崎ブﾘックホールで開催
され、「Photog-CAD」、「電子入札」と「コﾘンズ・テ
クﾘス」を出展しました。
■「土木の日ファミリーフェスタ2014」

平成26年10月19日（日）に海の中道海浜公園で「土木の
日ファミﾘーフェスタ2014」が開催され体験版電子入札
システムを出展しました。当日は、天気が良く大勢の家
族連れが来場されました。JACICのブースも列をなし、
300人程の方が体験されました。

■「九州建設技術フォーラム2014 in 福岡」
平成26年10月22日（水）～23日（木）に福岡国際会議場

で「九州建設技術フォーラム2014 in 福岡」が開催され、
「Photog-CAD」、「建設副産物・建設発生土情報交換シ
ステム」、「施工パッケージ型積算システム」と「CIM」
の出展と「Photog-CAD」のプレゼンテーションを行い
ました。全体の来場者数は2,682人でした。そのうち、
JACICブースへは100人を超える人が訪問され熱心に説
明を受けられていました。

 

　　　　　　（九州地方センター長　大塚強史）

九州地方センター活動報告
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社会基盤情報標準化委員会（以下、委員会という）で
は、2015年度小委員会検討テーマの募集を以下のとおり
開始しています。
■期間：平成27年3月2日（月）～ 平成27年4月30日（木）
　1．小委員会の活動期間

活動期間は、小委員会検討テーマ採択決定の翌日から
平成29年6月末とします。

委員会にて活動成果の報告を行い、委員会の承認を経
て小委員会活動は終了となります。
　2．小委員会への活動支援金

一つの小委員会に対して、上限を300万円とする活動
支援金を交付します。

活動支援金は、原則として着手時に検討費用予定額の50％
を、委員会が活動の終了を認めた後に残額を交付します。
　3．小委員会検討テーマの募集内容

検討テーマは、以下に示す「標準化に係わる検討テー
マ」に合致するものとします。

<<標準化に係る検討テーマ>>

「建設情報に係る標準化ビジョン」に示された「①
円滑な電子データ流通基盤の構築、②統合的な電子
データ利用環境の創出を実現し、もって建設分野全
体の生産性向上を図る」趣旨に則った、社会基盤情
報標準化活動に関連した検討テーマ。

なお、2013年度は5件、2014年度は3件の検討テーマが
採択され、小委員会として活動を行うこととなりました。

JACICホームページで申請方法、申請書類などの詳細
を掲載していますので、ホームページを参照いただきご
応募ください。

○案内HP： http://www.jacic.or.jp/hyojun/2015
shouiinkai_oubo.html

（研究開発部　主任研究員　児玉直樹）

社会基盤情報標準化委員会
～ 小委員会検討テーマ公募 ～

■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

平成27年度も、JACICでは以下のように多くのイベン
ト（公益事業）を予定しております。

・４月　 ICCBEI（国際会議）でJACICセッション
開催（1ページ参照）

・８月　海外インフラに関するセミナー開催
・９月　大阪にてJACICセミナー開催
・10月　東京にてJACICセミナー開催
・10～11月　各地方建設展にブース出展
・11月　JACIC設立30周年記念セミナー
・12月　京都の第5回世界工学会議に参加

　　　
1．設立30周年

平成27年はJACIC設立30周年に当たります。
そのため、11月11日（水）と12日（木）に記念イベント

を計画しています。これまでの実績を踏まえ、将来の展
望を社会に発信するため「JACICこれからの10年」と題
して、従来の研究発表会・研究助成事業成果報告会の内
容も含めて2日間のセミナーを予定しております。ご期
待下さい。

2．JACICセミナー３回
8月末には昨年に引き続き「海外インフラ輸出」に関

連するセミナーを開催する予定です。
9月には大阪にて「インフラ維持管理」をテーマにし

たセミナーを、10月には東京で「ロボット」をテーマに
したセミナーを開催する予定です。

すべて参加無料です。開催に先立ち順次参加募集の案
内をJACICホームページ等に掲示していきます。

３．世界工学会議に参加
第5回世界工学会議（WECC2015）は2000年設立の世

界持ち回りの国際会議です。第5回は日本が誘致して京
都で開催されますが、今回JACICはこの国際会議にも論
文参加・ブース出展を予定しています。
http://www.congre.co.jp/wecc2015/jp/index.html　

夫々のイベントの詳細は、順次このJACICnewsでも
ご案内していく予定です。ご注目下さい。

　　　　　　　（経営企画部　次長　河内康）

平成27年度予定されているJACICイベント

http://www.jacic.or.jp/hyojun/2015shouiinkai_oubo.html
http://www.jacic.or.jp/hyojun/2015shouiinkai_oubo.html
http://www.congre.co.jp/wecc2015/jp/index.html
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