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平成27年4月23日・24日に第2回土木建築情報学国際会
議（ICCBEI2015）が開催され、JACICはCIMをテーマ
にした「JACIC セッション」（パネルディスカッション、
4月23日午前）を開催するとともに、パラレルセッショ
ンで提出論文のプレゼンテーションを行いましたので報
告いたします。
1．ICCBEI基調講演とJACICセッション

土木学会土木情報学委員会とAGCEI（アジア土木情
報学グループ）が主催の第2回ICCBEI国際会議は、東京
コンベンションホール（東京スクエアガーデン）におい
て4月23日・24日で開催されました。オープニングのド
イツルール大学のＭ・ケーニッヒ教授が「機械掘削にお
けるトンネル統合情報モデル」をテーマに、オーストリ
アのシールドトンネル3次元モデルの開発事例を発表さ
れました。トンネルの分野の土木インフラモデル構築が
欧州でも進んでいることを示し、論点としては統合情報
モデルという大きな単独モデルを一つ作成することよ
り、多くの部分的なシステムを構築して、その連携及び
情報共有に向けた国際標準について考えることの方が重
要だと強調されました。

続いて、JACICが企画・運営するパネルディスカッショ
ンとして「JACICセッション」を下記の蒔苗座長及びパ
ネリストの方々で行っていただきました。

氏　名 所　属　・　役　職　等
蒔苗 耕司 （座長）宮城大学教授
岩崎 福久 国土交通省技術調査課室長
古屋 弘 大林組 技術研究所 主席技師 工学博士
濱田 文子 ニコントリンブル ICT 事業部 ｼﾆｱﾏﾈｰジｬｰ
李 サンホ 韓国 延世大学教授
謝 尚賢 国立台湾大学副学長、AGCEI メンバー

テーマは「日本とアジア各国におけるCIMの進展と将
来方向」で、国土交通省からは、CIMの実証プロジェク
ト2年間の結果の詳細及び進展状況を海外の参加者に紹
介するとともに、会場の質問にも答えていただきました。
また、韓国・台湾から高速道路や発電送電施設の事例が
出され、それぞれの政府との関わり方において、日本と
の差が対照的な内容でした。

２．パラレルセッション
各国から、土木インフラモデルのケーススタディにつ

いて発表があり活発な質疑
応答が行われました。

以下のJACIC職員7名が
各パラレルセッションにお
いて15分ずつ英語でプレゼ
ンテーションを行い、かつ
質疑応答をこなしました。

氏　名 論　文　題　名
小出 正則 社会基盤情報標準化委員会の最近の活動
海津 優 サーフェスモデルを構造モデルにするPhotog-CAD
河内 康 日本で最強のインフラデータベース、コリンズ
吉木 務 建設業界のための世界的データベースの開発
宮本 勝則 災害復旧ライフサイクルモデルに CIM の応用
石渡 啓晋 電子入札コアシステムの暗号アルゴリズム変換
八巻 悟 積算システム改良のための予定価格モデル分析

さらに、JACICの八巻・石渡の両名は、論文発表を行
いながら、同時にセッションの座長を務めるなど、大会
運営にも協力しました。
3．今後のICCBEI 国際会議

会議前日4月22日には、JACICの門松理事長参加の
AGCEI のボードミーティング（理事会）が開かれ、次回開
催について討議の結果、次回第3回会議は2017年4月下旬
に台湾で開催されることが決定しました。また来年2016 
年大阪で開催のICCCBE2016 についてPRされました。

 （国際貢献PTメンバー　宮本勝則）

ニュースと解説

国際会議ICCBEI2015参加（JACICセッション開催）報告
―第2回土木建築情報学国際会議―



- 2 -

2015.6月号

1．buildingSMART国際会議
buildingSMART（ bSI ）は、 BIM仕様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。プロダクトモデル標準規格の
ISO 10303（STEP）を策定している TC184/SC4委員会
とのリエゾン（連携）や、地理空間情報の標準化を進め
ているOGC（Open Geospatial Consortium）とMOU（覚
書）を交わしてIFC等の標準化を進めています。国際会
議はbSI認定の15支部持ち回りで年に2、3回開催され、
今回のロンドン会議には2015年3月23日から25日にかけ
て英国ワトフォードのBRE（建築研究所）主催にて19
の国・地域から約160名が参加しました。IAI日本から
は、大阪大学矢吹教授を代表にJACICの2名を含む計8名
が会議に出席しました。

JACICは日本の建設分野の国際化、海外進出支援を行
うことを目的として、国際標準化活動を通して、我が国
の意向反映を行うといった
観点から積極的に国際会議
に参加して、情報収集・交
換、討議を行っています。
次回は2015年10月にシンガ
ポールで開催予定です。
2．会議参加状況

今回は、CIM/BIMデータモデルの標準化を目的とす
るインフラ分科会（Infrastructure Room）及び傘下の
プロジェクト会議、並びに、法規・検定分科会（Regulatory 
Room）、及び要求・プロセス分科会（Building Room）
等に出席して討議を行いました。分科会と規格（ISO）
との関係性は次のとおりです。

◆ Regulatory Room ＆ Building Room
IDMの手法としてBPMN表記方法を採用して、業務

プロセスと必要情報を整理し、IFCからデータ抽出を行
うMVD（Model View Definition）を定義することにな
りました。今後、我が国のMVDが必要になります。
◆ Infrastructure Room

IFC Alignmentの標準化と拡張、InfraGML概念モデ
ル作成に従い、線形
構造物のIFC-Road と
IFC- Bridgeのプロジェ
クトが進展しました。
◆ 報告会議・閉会

各会議における討議
の結果を整理して次のとおり報告されました。

・BIM ガイドライン（案）の進展
・IFC Alignment 1.0 の承認と拡張 1.1 の初期対応範囲を受諾
・IFC-Roads の最終レビューとプロジェクト検証の実施（予定）
・IFC-Bridge はフランス MINnD プロジェクトと協働して進展
・IFC5（2020 年）発行前に社会基盤（土木）IFC 戦略の進展

3．おわりに
建設分野におけるデータモデルの国際標準化計画・導

入について、各国とも国主体、或いは民間主導で標準化
を進めているものの、共通点は国際標準を重要な戦略ア
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の標準化推進を図り、グローバルな市場の開
拓を目的としていることを強く感じました。

（システムエンジニアリング部　参事　宮本勝則）

ニュースと解説

•  IFC ： BIM データのモデル表現（ISO16739）
•  IDM ： プロセスと連係情報の定義方法（ISO29481）
•  IFD ： 各種用語を共通に理解するための辞書（ISO12006-3）

buildingSMART の標準化活動について
―ロンドン国際会議2015参加報告―
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JACICでは、RCCM資格試験受験準備講習会を全国10
会場で11回にわたり開催します。お早めにお申し込みく
ださい。詳細については以下のとおりです。

●主催：（一財）日本建設情報総合センター
●後援：国土交通省
●テキスト：「平成27年度RCCM資格試験受験準備講習

会テキスト」及び「想定問題・解答」（発行：（一財）日本
建設情報総合センター）

●受講料：10,285円（税抜き価格9,524円）テキスト代込、
昼食含まず。

●開催地・開催日・会場：表-1参照
●プログラム：表-2参照
●受講申込方法等：所定の申込書に必要事項を記入の上、

郵便振替払込金受領証のコピーを同封し、下記申込先
に郵送して下さい。電話による申し込みは受け付けま

せん。申込書用紙は当センターのホームページ（http://
www.jacic.or.jp/）からダウンロードできます。

●受付期間：平成27年6月1日（月）～平成27年7月10日（金） 
※郵送の場合7月10日の消印有効

●申込先：（一財）日本建設情報総合センターRCCM講習
会事務局　（〒107-8416東京都港区赤坂7-10-20ｱｶｻｶ
ｾブﾝｽｱヴｪﾆｭｰビﾙ　Tel 03-3584-2404）

 
※RCCM資格試験は、（一社）建設コンサルタンツ協会が

平成27年11月8日（日）に実施される予定です。
受験申込書の購入、手続き等、試験に関する内容は、

（一社）建設コンサルタンツ協会ホームページを参照して
ください。

（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27年度　RCCM資格試験受験準備講習会のご案内
JACIC便り

表-1　平成27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（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 番地 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

注）やむを得ない事由により会場等の変更がある場合には、JACICホームページでお知らせいたします。

表-2　講習会のプログラム

時　　間 内　　容 講　　師
10：20 ～ 10：30 挨　拶
10：30 ～ 12：00 建設コンサルタント業務とその管理（契約関係） 発注機関講師
13：00 ～ 14：30 資格制度の概要と建設コンサルタントの課題 1（業務関係）

業務管理技術研究会委員
14：40 ～ 15：30 資格制度の概要と建設コンサルタントの課題 2（業務関係）
15：30 ～ 16：00 RCCM 資格試験受験準備について JACIC 担当者

（経営企画部　参事　宮﨑豊）

http://www.jacic.or.jp/
http://www.jacic.or.jp/
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先月号に続いて、CIMのこれからについて展望をした
いと思います。

5．現場を意識した建設事業への展開
建設事業に対しては前回説明したように生産プロセス

に注目した3次元オブジェクトの活用だけでは3次元オブ
ジェクトの建設事業への活用の促進には十分ではありま
せん。

そこで既に3次元オブジェクトの活用が図られている
ところでの課題を考えてみます。

まず一つ目は、3次元オブジェクトを作成するとき、
むやみに3次元化するとかえって煩雑で見にくいものと
なります。

二つ目としては、我が国の土木構造物は多くが既に完
成して、維持管理に入っています。従って生産プロセス
の調査、計画から、維持管理に至る過程だけを議論して
も仕方なく、現実に維持管理段階にある多数の構造物へ
の対応を考えることが必要です。

三つ目は、施工段階、計画段階で既に3次元のオブジェ
クトを活用しているところが多くあります。これらにつ
いて、その後に控える、維持管理などとの関係をどのよ
うに構築するかと言うことも課題の一つです。

このような現実の課題に対処するために共通して言え
ることは、目的に即した3次元オブジェクトの活用が重
要です。目的の明確でない3次元のオブジェクトの作成
は、かえって煩雑で見にくかったり、目的によっては3
次元のオブジェクトの造形が十分でなかったり、逆に細
かすぎて無駄であったりすることになります。

6．仮想現場シミュレーション
目的を明確にした3次元オブジェクトの作成が大事で

あり、目的の明確でない3次元オブジェクトの作成は、
単に見るだけのものになってしまい、無駄な作業を作り
出すことになるだけです。

目的を明確にして、活用のイメージを得やすくする一
つの方法として、「仮想現場」の考え方を導入すること
が有効であると思います。
「仮想現場」とは「現実の現場」に対応して、パソコ

ンのディスプレー上に作成した3次元オブジェクトのこ
とです。
「仮想現場」は現実のものもあれば、将来の「仮想現場」

もあれば、過去の「仮想現場」もあります。

「仮想現場」と「現実の現場」の違いは、「仮想現場」
では、その3次元オブジェクトの各部分に様々なデータ
を紐付けることができますし、紐付けるデータはいくら
でも蓄積できます。これによって「仮想現場」をデータ
の検索ツールにすることができますし、種々のシミュ
レーションのためのデータモデルとすることも可能です。

フロントローディングの必要性

7．おわりに（建設事業の新たな展開）
以上のように3次元オブジェクトと連携したデータ

ベース、つまり「構造物のデータモデル」の建設事業に
おける各場面での活用を述べました。

私たちが社会人になった頃は、一つの課にやっとワー
プロが1台備えられた頃です。その頃のワープロは手書
きの原稿を清書するための道具として使われていまし
た。それが今では全ての文書はパソコンのワープロ機能
を各人が直接使用して文書を作成することが当たり前と
なっています。

今後さらにコンピュータが発展するに伴って、一般の
人が3次元オブジェクトをパソコン上で自由に扱うこと
が当たり前の時代になります。

そしてそのときこそ建設生産プロセスにおける「構造
物のデータモデル」と各現場で活用される「仮想現場」の
イメージが知らぬ間に融合されて、建設事業の全ての過
程で3次元を無意識のうちに活用する創造的な建設生産
プロセスと、実施現場が作り出されるものと確信します。

そのことが若い人にとっても魅力ある職業として認識
され、建設事業分野の発展に役立つものと思います。

そのことを見据えて建設事業の新たな展開を促して行
くのが現在それに携わるものの役目だと思います。

（建設情報研究所長　理事　坪香伸）

最近のCIM、これからのCIM（その2）
初心者コーナー
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1．CIM技術検討会
CIM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、CIMの実現に向けた
検討を進めています。

今回、検討会のH26年度活動状況として、第7回検討
会（H26.10）で決定した検討テーマの進捗状況と平成26
年度の成果を中心に報告します。

2．H26年度の主な活動報告
1）施工案件を通じたモデル構築に関する意見交換

佐久間道路第一トンネル（浦川地区）を対象として日
本建設業連合会、建設コンサルタンツ協会等が主体に検
討を進めています。具体的には、トンネル施工の現場で
利用する施工情報をもとに、設計段階でどの程度モデル
を構築すべきか、どのような属性情報が必要なのか等の
要件を「調査・設計コンサルタント」と「施工業者」と
が意見交換し整理しています。H27年度は、トンネルモ
デル作成のガイドラインを作り上げるとともに、同様の
取り組みを橋梁などの他分野へ展開していく予定です。
2）維持管理でのCIM モデルデータ利活用検討

維持管理段階で必要とされる情報と、CIM モデル（３
次元モデルと、その属性情報）との連携方法などを整理
します。例えば、トンネル工事では、地山・湧水状況等
の工事記録が入手可能ですが、これらの情報は、維持管
理段階において、損傷・変状等が発生した際の原因究明
の手がかりに成り得ます。このような維持管理段階での
有用情報を特定し、これらをどのようにCIM モデルと
連携させるのかを検討します。これらの検討成果をもと

に、技術検討会の関係団体は産学官によるCIM 検討に
産側メンバーとして参画しています。このCIM検討は、
国土交通省が昨年12 月に開始したものです。今後、産
学官の３者が各々の立場から意見を出し合ったうえで、
維持管理段階での効果的なCIM モデル活用の方向性を
整理していくこととなります。
3）モデルのLOD に関する検討

LOD（Level of Development/Detail）は3次元モデル
をどの程度細部まで作成（造形）するかの度合いであり、
使用目的等に応じて決定されます。LODを設けること
によって、CIMモデルの作成条件に関する受発注者間の
認識が共通化されるとともに、業務目的に応じたCIMモ
デル作成が可能となります。

検討会では、まず国内外の検討事例として、アメリカ
のAIA（アメリカ建築家協会）や、JACIC助成研究（河
川構造物（樋門）のLOD）等の事例を収集しました。H27
年度においては、土木構造物におけるLODの考え方に
関する議論に着手していきます。
4）3次元モデルのパーツ整備促進

検討会メンバーの一部で構成されているCivil ユーザ
会（CIVIL USERGROUP, 略称CUG）において、3 次元
部品SWGを立ち上げて、3 次元部品に関する様々な議
論を行っています。H26年度は、CUGサイトに参加した
有志が作成した3 次元部品をダウンロードできるサイト
が構築され、公開されました（CUGサイトに会員登録
すると3 次元部品が無償でダウンロードすることができ
ます）。今後は、3 次元部品モデル作成ガイドライン（案）
なども整備し、CIM推進のための基盤作りを進めていく
予定です。

3．おわりに
検討会では、今回報告の他に、土木学会が主催する

CIM 欧州調査団への団員派遣による国際動向のレポー
ト、また人材育成として熊本大学（小林一郎教授）と
JACICとによる共同研究成果報告書を収集しました。

なお、今回の活動報告を更に詳しく解説するとともに、
「行政動向」や「CIM導入に向けての制度検討への提案」
などのテーマも加えた報告書『CIM技術検討会　平成26
年度報告』をJACICホームページ※1 で５月下旬より公開
しています。是非、ご覧下さい。
※1 http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index_CIM.htm

（研究開発部　川島宏人）トンネルCIMの4段階モデル（熊本大学・小林一郎教授資料より）

CIMの動向（その9）
～CIM技術検討会　H26年度活動報告～

http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index_CIM.htm
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CALS/EC資格（RCE・RCI）制度については、平成
24年度の資格試験を最後として、平成25年度から制度が
変わり、登録の更新事業のみをJACICにて2年間行って
来ました。平成26年度の集計が出来ましたので、状況を
報告させて頂きます。

1．更新登録の人数
平成26年度に更新登録をした資格保有者は、RCEが

74名、RCIが677名で合計751名でした。
これは前年の885名にくらべて、さらに15.1％減少し

ました。業種としては建設コンサルタント・建設業者・
その他の順となっています。

表1　年度ごとの登録数と資格保有全数
更新登録数 資格保有者数（年度末）

H24 年度 　1,317 名 2,772 名
H25 年度 　　885 名 2,169 名
H26 年度 　　751 名 1,620 名

表2　登録証のみの割合

H25年度 516
58.3%

369
41.7%

H26年度 369
49.1%

382
50.9%

登録証のみ 登録証+携帯登録証

平成24年度までは、資格登録をした場合、登録証明書
と登録カード（携帯登録証）はセットで発行されていま
した。しかし平成25年度からは、カード無し（登録証の
み）という選択肢も用意し、この場合は少し安価にする
ということにしました。この新コースを実施する前には、
殆どの更新登録者は安価なコースに流れるのではないか
と思われました。しかし実際は、平成25年度で約4割、
平成26年度で約5割の方が、「カードも」という普通のコー
スを選択されています。（表2）

やはり、登録カード所持に何らかのメリットを感じて
いるものと思われます。

表3　動画を使ったCPDポイント

平成25年度 38
4.3%

97
11.0%

750
84.7%

平成26年度 27 3.6% 97 12.9% 627 83.5%

動画のみ動画以外 一部動画

また平成25年度からは、更新講習も廃止しましたが、
これによる更新希望者の不利益を緩和する救済措置とし
て、CPDポイントの認定についても大きく変更しまし
た。JACICセミナーのビデオなどを、JACICホームペー
ジ上で視聴すれば、3分につき1点が与えられるという制
度にして来ました。これについての2年間の実施状況は、
80％以上の人は、動画ポイントだけで、2年間40ポイン
トあるいは60ポイントを積み上げるという結果になりま
した。（表3）

2．都道府県別の登録数
平成26年度に更新登録した751名の属性ですが、都道

府県別では、以下の図のように非常に特徴的な結果とな
りました。長野県が圧倒的に多いという状況です。
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平成26年度 CALS/EC資格制度 登録状況（都道府県別）

RCE登録

RCI登録

図1　各都道府県ごとの登録者

これは、長野県の一部には発注時の資格要件として
「CALS/EC資格」も認めるという制度が残っているた
めです。またRCE（エキスパート）は、東京都所属の
方が多くなっています。

3．平成27年度の更新登録
JACICでは平成27年度も7月より例年どおりのスケ

ジュールで更新登録を受け付けます。ただし担当部は経
営企画部から研究開発部に移りました。詳しくは以下の
サイトでご確認下さい。

http://www.jacic.or.jp/qualification/index.html

（経営企画部　次長　河内康）

平成26年度CALS/EC資格の登録の状況
JACIC便り

http://www.jacic.or.jp/qualification/index.html
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地方便り

東北地方センターでは平成26年4月以降、表-1に示し

ますような活動をして参りました。このうち、昨年8月1

日のRCCM資格試験受験準備講習会までは、昨年9月号

で紹介しましたので、今回はその後の主な活動と、今年

度の活動予定を日付順で紹介いたします。

表-1　平成26年度活動結果と27年度活動予定

■Photog-CADの講演会等開催

◇写真-1は、表-1中段の（一社）福島県測量設計業協会

主催の講習会の、また、写真-2は（公財）青森県建設

技術センター主催の災害担当者研修会の現地測量の様

子を示したものです。

写真-1　福島県測量設計業協会主催の講習会

写真-2　青森県災害担当者研修会での現地測量

これらの他にも、説明会を数回、実施しました。

また、東北大学後藤光亀准教授が土木遺産の測量に

Photog-CADを活用していただくきっかけとなった解析

結果が、写真-3です。

写真-3　古い河川護岸のPhotog-CAD解析結果

■平成27年度の主な予定

【EE東北’15に出展及びプレゼンテーション】

◇平成27年6月3日（水）、4日（木）に夢メッセ宮城におい

て開催されます「EE東北’15」に、Photog-CAD、CIM、

建設副産物・発生土交換システムの展示を行います。

【東北地方電子入札コアシステムブロック連絡会議】

◇平成27年6月30日（火）に、仙台市内の「安全教育セン

ター」において、電子入札コアシステムをご利用いた

だいている発注機関の皆様と、システム改良等につい

て、意見交換を行う予定です。

【RCCM資格試験受験準備講習会の開催】 

◇平成27年7月23日（木）に、フォレスト仙台において講

習会を開催予定です。

■Photog-CADの講習会等をご希望の方は、東北地方

センターに、是非、お問い合せください。

（東北地方センター長　葛西敏彦）

E-mail:　tohoku@jacic.or.jp

東北地方センターの活動報告

mailto:tohoku@jacic.or.jp
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JACIC便り

JACICは昭和60年（1985年）11月に設立認可されて、
今年は30周年にあたります。このため30周年記念事業を
準備しています。そのテーマは「建設業の次の10年、次
の30年」というものであります。

1．時代に相応しい記念事業
JACIC10周年（平成7年）の時は、設立当初の苦難の

時期を経て明るい将来が見え始めた時期でした。20周年
の時（平成17年）は、取扱高の最盛期を過ぎ、少し陰りが
見えたものの、まだまだ元気な時代でした。そして30周
年の今回は、新規の事業がそんなに望めない中で如何に
新しい時代に対応していくべきか？という時期になって
います。このような落ち着いて考えて行くべき時代に相
応しい記念事業をするという考え方が基本方針です。

2．記念イベント
11月11日（水）・12日（木）の2日間でセミナー・イベン

トおよび記念レセプションを考えています。従来の建設
情報研究所研究発表会や研究助成事業成果報告会の内容
も加味した2日間のプログラムになる予定です。これら
の詳細は順次、当ニュースの中でもお知らせしていく予
定です。ご期待下さい。

図1　昨年の建設情報研究所研究発表会

3．記念誌関連
まず夏に「JACIC情報112号」を発行しますが、これ

を30周年記念号と称して「次世代の建設事業」をテーマ
とした特集を組みます。発行部数を増やして11月の本イ
ベントに集まった方たちに配布する予定です。「JACIC
情報113号」も「ロボット施工（仮題）」をテーマにした
特集号を組む予定です。

また、記念誌としてはこの10年間のあゆみや、現在の
JACICを網羅的に記録した「30周年記念誌」を発行して
関係者に配布する予定です。これについては、11月の記
念イベントの記録も含めて編集することとし、年度末の
発行を予定しています。また「30年先の建設業」をイメー
ジした寄稿文を集めた書籍の出版も考えています。

図2　20周年時の記念誌

4．賛助会員への還元
10周年20周年の記念事業では取り組まなかったことと

して、賛助会員の企業への還元イベントも考えています。
JACICには賛助会員が約650（社・団体）おられます。
多くは地方の建設会社・コンサルタント会社です。これ
らの企業は、JACIC設立以来、永年にわたり賛助会員と
して建設分野の情報化に支援頂いております。JACICが
30年間やって来られたのも、これら賛助会員のご理解の
たまものと言えます。

この賛助会員に対しては、JACICの機関誌やイベント
情報を定期的に送っておりますが、30周年にあたりこれ
らに加えて、「賛助会員への還元」というものを意識した
事業も実施したいと考えています。主として地方企業で
ある賛助会員にとって、技術者の継続教育（CPD）の機会
が不足しているとの声があります。JACICでは地方でも
CPDの取得機会を提供し、公共事業の品質確保に寄与す
ることが有意義ではないかと考え企画を進めています。

（経営企画部　次長　河内康）

JACIC設立30周年記念事業　概要
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