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　第31回 社会基盤情報標準化委員会（委員長：柴崎亮
介 東京大学教授、事務局：JACIC）が平成27年6月30日

（金）、TKP赤坂駅カンファレンスセンターにて開催さ
れ、2014年度小委員会成果および2015年度小委員会応募
テーマの審議、今後の活動の議論が行われました。

図1　委員会開催の様子
　
1．�2014年度小委員会活動成果および2015年度小委
員会検討テーマの選定

　2014年度で活動終了した5つの小委員会について活動
成果を確認しました。また、2015年度小委員会検討テー
マとして、以下の3件が選定されました。

（1）道路設計モデルの実務適用検討
＜古屋弘小委員長（（株）大林組）＞
　昨年度、「CIMにおける情報共有技術と標準」小委員
会で検討し、buildingSMARTで提案された道路モデルを
包括するモデルを実務で適用する実験を成功させ、プロ
ダクトモデルの有効性について実務を通して示すことを
目的とします。加えて、日本からの積極的な情報発信の
ために、先導した検討成果を持って国際会議に臨みます。

（2）地質地盤情報電子データ標準化
＜福江正治小委員長（東海大学）＞
　新しいボーリング柱状図作成要領（案）に対応した地
質・土質調査成果電子納品要領（案）改訂原案を作成す
るために、「ボーリング柱状図作成及びボーリング取扱
い・保管要領（案）・同解説　平成27年6月」に対応する
ための改定検討および現在の電子納品要領（案）では規
定されていない物理探査成果品の電子データ化を検討し

ます。
（3）橋梁モデルIFC-Bridge検討
＜田中文基小委員長（北海道大学）＞
　平成27年4月のbuildingSMARTのロンドンサミットで
大幅な見直し作業が行われることとなった橋梁のプロダ
クトモデルについて、日本の建設業界が利用可能になる
ように、橋梁の実情を多方面から反映したプロダクトモ
デルを開発することを目的とします。加えて、日本から
の積極的な情報発信するために、先導した検討成果を
持って国際会議に臨みます。
　この結果、今年度の活動は2014年度から継続のものを
含め、以下のとおり4小委員会の体制となりました。

表1　小委員会一覧
番号 小委員会名

14 － 01 社会基盤 COBie 検討小委員会
15 － 01 道路設計モデルの実務適用検討小委員会
15 － 02 地質地盤情報電子データ標準化小委員会
15 － 03 橋梁モデル IFC-Bridge 検討小委員会

2．小委員会検討成果の推奨について
　2014年度で活動終了した小委員会のうち、ボーリング
柱状図標準化小委員会の成果は、審議の結果、標準化委
員会として、関係機関・団体等へ推奨することとなりま
した。
＜推奨理由＞
　成果である「ボーリング柱状図作成及びボーリングコ
ア取扱い・保管要領（案）・同解説原案」については、
全国的な普及展開の可能性および標準としての活用が期
待できるため。
3．今後の標準化委員会の活動予定について
　次回は、平成27年12月9日（水）に第32回委員会を開
催することとしています。
　標準化委員会に関連した活動状況は、標準化委員会
ホームページをご確認ください。
○委員会HP：http://www.jacic.or.jp/hyojun/
 （研究開発部　技師　庭田　敏行）

第31回「社会基盤情報標準化委員会」の開催
～�2014年度小委員会成果、2015年度応募テーマ審議および今後の委員会活動について�～
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　JACICでは写真測量とCADによる災害復旧効率化支援
システムであるPhotog-CADの販売活動を行っています。
　その中で、農林水産省関東農政局土地改良技術事務所
の農業土木展示室（写真-1）の新技術・新工法展示コー
ナーにて、Photog-CADのパネル展示が6月1日から開始
されましたので報告します。

写真-1　関東農政局の農業土木展示室

　 今 回 の 展 示 で は
Photog-CAD Ver.2の
パネル2枚を掲示し
リーフレットの配布
を行っています。展
示室入り口近くの目
立つ場所に展示して
います（写真-2, 写真
-3）。なお展示期間は
今 年 の11月 末 迄 と
なっています。
・関東農政局土地改良技術事務所
　http://www.maff.go.jp/kanto/nouson/sekkei/kokuei/
dogisyo/index.html

写真-3　Photog-CAD紹介パネル展示状況

　紹介パネルでは日本列島の白地図を背景に、全国各地
で使われ始めているPhotog-CAD Ver.2の特長を大きな
文字で配置し、Photog-CADの安全性・効率性をアピー
ルしています。パネルの左下には、Photog-CADにより、

現場作業と室内作業を同時並行で行うことで、業務改善・
業務効率向上を図るイメージ図を配置しました（図-4）。

図-4　作業の流れと同時並行作業

　また、パネル展示開始に合わせ、6月22日に開催され
た行政担当者様向けの第32回新技術・新工法説明会にて
Photog-CAD Ver.2について発表を行いました（写真-5）。

写真-5　新技術・新工法説明会での発表風景

　発表では、導入いただいた水土里ネットいわて（岩手
県土地改良事業団体連合会）様での利用事例や現地検証
調査の結果、及びUAV（ドローン）の活用検証調査結
果などを説明し、農林分野でも全国的にユーザーを増や
し続けている点をアピールしました。会場では、「特に
家庭用コンパクトデジカメでも必要な精度が出せる点に
関心がある」などの声をいただきました。
　
　その他の関連情報として、JACICでは、公共土木施設
災害復旧事業費国庫負担法の災害総合単価改定に対応し
た新バージョン（Photog-CAD Ver.2.1.2）を7月中にリ
リースする予定です。今後も、ユーザーの声をもとに
Photog-CADの改良を続けていきます。

 （研究開発部　主任研究員　橋爪宏之）

関東農政局の農業土木展示室にPhotog-CADパネル展示
ニュースと解説

写真-2　パネルとリーフレット
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1．はじめに
　CIMの普及、導入を進めるうえで、人材育成・教育は
必要不可欠なテーマです。平成25・26年に開催された土
木学会CIM講演会への参加者に対するアンケート結果を
見ると、CIMを導入するうえでの課題として、「CIMに
関する人材育成・教育」、「CIM知識・技術」が上位をし
めています（図1）。CIMの人材育成・教育については、
土木学会CIM講演会、また民間団体などによる3次元
CAD講習・研修などの機会とともに、CIMの活用事例、
特に一つの事業にCIMを活用した事例を通じて、CIMを
身近なものとして学んでいくアプローチも必要です。

図1　平成25･26年度土木学会CIM講演会アンケート結果

　平成24年度から試行事業がはじまったCIMにおいて、
これまで入門書のようなものや全般的な現状と課題を解
説した書籍などはいくつか
ありましたが、特定の事業
にスポットを当てて、一連
のプロセスを具体的に記述
したものはありませんでし
た。
　そのような背景のもと、
熊本大学大学院自然科学研
究科（小林一郎教授）との
人材育成に関する共同研究
でのCIM活用事例を「CIM
を学ぶ」として取りまとめ
ました（図2）。
2．熊本大学との共同研究
　熊本大学大学院自然科学研究科（小林一郎教授）との
共同研究は、河川激甚災害対策特別緊急事業（曽木の滝
分水路事業）において関係者の合意形成を図りつつ迅速
に進める必要があったため、CIMを活用した事例です。
　最も特徴的なのは、地元自治会、市、設計コンサルタ
ント、施工会社、学識者、国交省（事業者）等関係者が
多岐にわたる建設事業での合意形成において、各検討段

階に適した3次元モデルを作成したことでした。関係者
の認識が共有されるとともに、比較案の検討などへとス
パイラルアップしていきました（図3）。

図3　3次元モデルの活用

　また、Web掲示板を介して、協議調整を進めることで、
業務効率化とともに、設計の質向上も達成できました（図
4）。

図4　Web掲示板の活用

3．おわりに
　この「CIMを学ぶ」は、土木学会CIM講演会等で冊子
を配布するとともに、JACICホームページ＊1でも公開し
ています。3次元モデルをマネジメントに駆使する本来
のCIMを実感していただけると思いますので、特にCIM
に取り組み始めた方々には、是非、一読いただければと
思います。
　今後も、CIM人材育成への取り組みとして、このよう
な事業全体への活用にスポットを当てて、幅広く紹介し
ていく予定です。
※1http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index_CIM.htm
 　（研究開発部主任研究員　川島宏人）

CIMの動向（その10）
～CIM活用事例を「CIMを学ぶ」として取りまとめました～

図2　「CIMを学ぶ」

ニュースと解説

JACIC news_8月号.indd   3 2015/07/31   9:07:44

http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index_CIM.htm


- 4 -

2015.8月号

　昨年に続き、JACIC海外支援室は「海外インフラビジ
ネス」に関する無料セミナーを8月26日（水）に東京「グ
ランドアーク半蔵門」において開催します。
１．開催趣旨
　日本の他分野、プラント業や鉄道事業、水インフラや
エネルギー開発に関しては、関係者の努力により、多く

の国への進出が進んでいます。これに対し、「土木」「建
築」分野は依然として国内工事が主体で、海外の受注比
率はそれほど増加しておりません。今後の成長戦略を考
える上で、海外インフラビジネスは大きな課題となって
おります。この問題意識を持ってJACICの海外支援室は
PRに努めてきました。今回は昨年に続く第２弾です。

「海外インフラビジネス」に関するJACICセミナー東京で８月開催

３．参加者募集
　JACICホームページ上以下のサイトで参加者を募集し
ています。定員150名。参加無料。

http://www.jacic.or.jp/jseminar/2015kaigai.html　

　CPDポイント土木建設系協議会　2.7ポイント
　測量協会　　　　　　　　　　　3.0ポイント

４．昨年のセミナー
　平成26年は9月25日、東京で海外セミナーを開催しま
した。国土交通省海外プロジェクト推進課の七條課長（当
時）をはじめ、高知工科大学より草柳教授を招聘して、
海外インフラビジネスに必要な技術について、ご講演頂
きました。その中で、BIM/CIMの重要性が高く認識さ
れたセミナーとなりました。

２．プログラムと時間割・講演者

１
日本の海外におけるインフラ
投資の動向

国際協力銀行　インフラ環境ファイナンス部門
社会インフラ部　第 2 ユニット長　茂垣克也

13:10 ～ 13;50

２
JICA のインフラに関するこ
れまでの活動と今後

国際協力機構　企画部　
参事役　業務企画第二課　課長　田中総東

13:50 ～ 14:20

（休憩時間） 20 分 14:20 ～ 14:40

３ 英国の鉄道事業
日立製作所交通システム社　海外交通営業本部
欧州部　伊藤部長

14:40 ～ 15:10

４
オリエンタルコンサルタンツ
グローバルの事業展開

OCG　グローバルソリューション事業部長　
執行役員　柴田純治

15:10 ～ 15:40

５ JACIC 海外支援室の活動 JACIC 藤森祥弘審議役 15:40 ～ 16:10

 （経営企画部　次長　河内　康）

JACIC便り

会場付近図 昨年セミナーの草柳教授
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JACICセミナー（平成27年度第二回）は大阪にて9月3日開催予定

JACICセミナー（平成27年度第3回）は、「ロボット施工」
～10月8日　東京で開催～

　JACICは、今年度大阪市において、以下のように地方
セミナーを開催します。
○名称：JACICセミナー（平成27年度第2回）
○日時：平成27年9月3日（木）
○場所：国際会議場（グランキューブ大阪）
○テーマ：「インフラの維持管理2015」
○定員：150名（事前登録必要）入場無料。
○CPD： 測量協会・土木学会・土木施工管理技士会・

CALS/EC資格等　適用あり。
○講演の内容：インフラの維持管理に関しては、地方公
共団体にとって益々困難な課題になりつつあります。老
朽化するインフラを少ない職員と予算の中で、どのよう
に無理なく安全に維持・管理していくか、各界の事例を
聴きながら、問題を探っていきたいと考えています。

　詳細・申込については、以下のサイトをご覧ください。
　http://www.jacic.or.jp/jseminar2/2015.html 

　JACICは、10月にも、東京でセミナーを開催します。
○名称：JACICセミナー（平成27年度第3回）
○日時：平成27年10月8日（木）
○場所：東京グランドホテル（港区　芝）
○テーマ：「建設分野のロボット革命」
○定員：150名（事前登録必要）入場無料。
○CPD： 測量協会・土木学会・土木施工管理技士会・

CALS/EC資格等　適用あり。

○講演の内容：建設分野のロボット的な機械を用いた施
工は、情報化施工の進展で徐々に進んで来ています。最
近では、国土交通省と経済産業省が「次世代社会インフ
ラ用ロボット開発・導入検討会」を設立して、ロボット
技術の公募や実証実験を行っています。また、政府が平
成27年1月にまとめた「ロボット新戦略」においては、
インフラの維持管理にロボット技術を活用して作業を
20％効率化することが示されたことなどから、このテー
マには注目が集まっているところです。

そこで、「ロボット施工」をテーマとして、東京で無料
のセミナーを開催します。
　詳細・申込については、8月中旬から以下のサイトを
ご覧ください。
　http://www.jacic.or.jp/jseminar3/2015.html 

（経営企画部　次長　河内　康）

JACIC便り
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●はじめに

　JACICは、平成27年度も「第20回土木施工管理技術論文」における「第10回ITマネジメント賞」に協賛いたします。

　

●ITマネジメント賞とは

　ITマネジメント賞は、（一社）全国土木施工管理技士会連合会が行っている「土木施工管理技術論文」の募集に

JACICが協賛を開始した平成18年に創設されました。（表彰賞金7万円）

　本賞は、応募された論文において『IT（情報技術）を利用して工事（改築・改修・新設・維持等）の工期短縮、施

工合理化、品質向上、安全性向上、環境保全に役立てた事例』を取り扱った技術論文の中で、最も注目される論文に贈

られる賞です。賞の選定は、審査委員会の審議により行われます。

　昨年度は、「光ファイバセンシングを活用したコンクリートの冬期養生管理」が受賞しました。

　

●本年度の論文募集

　技術論文の原稿形式は、わかり易い図（写真含む）・表と、全体で3,000文字～3,500文字程度で、A4用紙4枚程度です。

詳細は（一社）全国土木施工管理技士会連合会のホームページ（http://www.ejcm.or.jp/）にある技術論文の応募要領

を参照して下さい。

　過去のITマネジメント賞受賞論文については、JACIC news7月号で紹介しておりますので併せてご確認ください。

　皆様からの多数のご応募をお待ちしております。

（参考）ITマネジメント賞の応募テーマと事例

テーマ 事例

維持管理における情報技術の活用 ・ 長期にわたるセンサ情報の収集及び、住民投稿の写真を用いて、
公共構造物の長寿命化、維持管理コストの低減に役立てる

・ カメラやセンサを積載した無人飛行体を使った点検作業の効率化

タブレット端末やスマートフォンの活用 ・ 施工現場での図面確認にタブレットを活用し、紙を削減、3 次元
図面により関係者の理解向上に役立てる

・ 社内、社外を問わず社内システムを利用できるネットワーク技術
を応用した勤務形態の実現

電子化された図書類の活用 ・ 過去の施工図面と現況を重ね合わせ、修繕や補強の精度向上や効
率的施工に活用

測量・検査の効率化 ・ 設計図面や 3 次元モデルと実物の写真を重ね合わせ表示により、
視覚的に検査を行い効率化

情報交換システム等の活用によるリサイクル、環境保
全の推進、安全性向上

・ 情報交換システムによる廃材となるコンクリート塊や建設木材等
の活用

・ 過酷な環境（高圧力環境や低酸素環境）における Web カメラに
よる現場監視

 （経営企画部　参事　菊地　修）

第10回　ITマネジメント賞のご案内
（第20回土木施工管理技術論文）

～JACIC協賛～

ニュースと解説
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地方便り

　JACIC 中部地方センターは、岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県の中部4県の窓口として、コリンズ・テクリスや
建設副産物登録システムの業務並びに公共事業に関わる
建設CALS/ECやCIMの普及と支援、その他広報活動を
行っています。

■�中部ブロックコアシステムユーザー会議の開催
　「中部ブロック コアシステム ユーザー会議」は平成
27年6月25日（木）、平成27年度第1回の情報交換会をレ
セプションハウス名古屋逓信会館にて開催しました。
　本会議には、中部地方整備局、岐阜県、静岡県、愛知
県、三重県、名古屋市、岐阜市、桑名市、中日本高速道
路株式会社の電子入札の担当者を始め、今年度は（一財）
港湾空港総合技術センター（SCOPE）にもご出席を頂き、
JACICからは電子入札コアシステム開発コンソーシアム
事務局及び電子入札施設管理センターの担当者が出席し
ました。
　本会議では、各機関における電子入札の現状報告を頂
くとともに、電子入札を推進する上での問題や課題、改
善策等の情報交換を行い、更には電子入札システムの向
上や今後の運用についてのご意見を伺いました。

JACICから情報提供ユーザーによる情報交換

■�ＲＣＣＭ資格試験準備講習会の開催（予定）
　JACICでは、シビル コンサルティング マネージャ

（Registered Civil Engineering Consulting Manager：
RCCM）資格試験に先立ち、設計業務等の実施における
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、全国11の会場にて開催します。
　名古屋では、8月4日（火）に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）にて開催予
定です。
　当講習会では、発注機関講師及び業務管理技術研究会
委員等を講師にお迎えして、「建設コンサルタント業務
とその管理」「資格制度の概要と建設コンサルタントの
課題」等の講義を行う予定です。

■�建設技術フェア2015�in�中部への出展（予定）
　JACIC 中部地方センターでは、JACICが取り組んで
いる各種事業を、建設関係の皆様を始めご来場の多くの
皆様にご理解とご支援を頂くために、毎年建設技術フェ
アに出展し、広報に努めています。
　今年の「建設技術フェア2015 in 中部」は、『豊かで安
全な暮らしと環境の調和をめざして』をコンセプトに、
平成27年10月21日（水）・22日（木）の両日に、吹上ホー
ル（名古屋市中小企業振興会館：名古屋市千種区吹上
2-6-3）にて開催されます。
　JACICでは、『環境・リサイクル』部門で、建設副産物・
建設発生土情報交換システムの紹介を始め、災害査定業
務の支援ツールとして開発したPhotog-CAD（災害復旧
効率化支援システム）や建設CALS/ECやCIM等の説明
をパネル展示するとともに、パソコンを使ってのデモン
ストレーションやパンフレットを用いて説明をする予定
です。
　昨年の建設技術フェアには206名の来訪者でしたが、
今年もより多くの方々をお招きするために、新たなアイ
デアで取り組んでいきます。

昨年（建設技術フェア 2014 in 中部）の様子

来訪者への説明風景→

　
■�テクリス・コリンズの利用拡大
　「担い手3法」の平成26年5月26日の成立を受け、公共
工事の施工状況の評価に関する資料その他の資料が有効
に活用されるよう、データベースの整備及び更新を講じ
ること等が規定されたことを踏まえ、テクリス・コリン
ズの活用が図られていない自治体等に赴き、利用促進を
図ることとします。
 　（中部地方センター　センター長　中川　義治）

中部地方センター活動報告
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JACIC便り

　「JACIC情報」は、JACICが年2回発行している機関誌

です。今回の112号は2015年8月の発行予定で、JACIC設

立30周年記念号として「次世代の建設事業（公共事業）」

を特集します。

　将来の人口減と労働者対策を見越した次世代の教育・

事業の継続などを大きな課題として捉え、情報技術を駆

使した将来の可能性に関する研究や取組を紹介する予定

です。

　「10年先の建設事業のために今何をするべきか」と題

して座談会を行い、各界の方々から貴重なご意見を伺い

ます。例えば、人材育成では、ICTを活かしたCALS/

ECから品確法及びCIMへの展開に伴い、品質の向上を

目指した建設人の育成が急務であります。国、大学、業

界団体、民間企業、それぞれの立場での政策、取組、方

向性などを議論していただきます。

　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）が行われ、その中で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）が開催されました。その記録を収録します。

主な内容（予定）

　①巻頭言：国土交通省　技監　徳山日出男　

　②座談会： テーマ「10年先の建設事業のために今何を

するべきか」

　［出席者］

　　　東京大学工学系研究科　小澤一雅教授

　　　国土交通省　大臣官房技術調査課　岩﨑福久室長

　　　（一社）日本建設業連合会

　　　（一社）建設コンサルタンツ協会

　③国の機関あるいは教育機関における取組み

　　　国土交通省

　　　東京都市大学

　　　室蘭工業大学

　④民間企業の事例から

　　　（株）大林組

　　　西日本高速道路（株）、三井住友建設（株）

　　　清水建設（株）

　　　（株）日本設計

　⑤ＩＣＣＢＥＩ2015JACICセッション記録

　⑥「公共調達コーナー」

　⑦その他　JACICのページ等

　　

　バックナンバーの紹介や、購入の申込みは以下のとお

りです。

　●バックナンバー紹介

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

　 　JACIC情報は、1冊1,080円（税込、送料別）です。

ご購読のお申し込み、お問い合わせは、経営企画部

　（電話03-3584-2404）までお願いいたします。

 　（経営企画部　参事　横山輝行）

ＪＡＣＩＣ情報112号の発刊予定
～JACIC設立30周年記念号～

JACICセッションの状況
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