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　既にJACICnews6月号・9月号でもお知らせしており

ますが、JACICは今年設立30周年を迎えます。そのため

11月には、2日間で記念セミナーとレセプションを行う

予定です。

　会場は、すべて「グランドアーク半蔵門」（東京千代

田区）です。

 1.　記念セミナー

　記念セミナーは11月11日（水）と12日（木）の両日で

行います。初日の11日（水）には、毎年開催しておりま

す「建設情報研究所研究発表会」をアレンジしたものと

して、以下のようなプログラムを予定しております。

11月11日（水）10：00～16：30
　於：グランドアーク半蔵門　3F華の間
1.　JACIC研究活動の概要と将来
2.　JACIC各システムの推移と将来について
　（コリンズ・テクリスシステム、電子入札コアシステム、建
設副産物システム、積算システム）
3.　各システムユーザーの声と期待
　（コリンズ・テクリスシステム、電子入札コアシステム、建
設副産物システム、積算システム）

　11日は、セミナー終了後17:30より「意見交換会」を

予定しております。セミナー参加者なら誰でも参加出来

ます。（会費2,000円）

　2日目の12日は、毎年開催しております「JACIC研究

助成事業報告会」を30周年記念イベントとしてアレンジ

したもので、以下のようなプログラムとなっています。

11月12日（木）10：00～17：30
　於：グランドアーク半蔵門　3F華の間
1.　基調講演　　　　　　　　　　　　　東京大学　柴崎教授
2.　JACIC研究助成に期待するもの　　　中央大学　大橋教授
3.　設立30周年記念特別枠の助成研究成果報告（3件）
4.　平成26年度完了分研究成果報告（7件）

　これら、2日間のプログラムの時間割・参加申込みに

ついては、下記のサイトをご覧ください。

　http://jacic.or.jp/anniversary/jacic_30th.html  

2.　記念レセプション

　○日時：11月12日（木）18：00～

　○場所：グランドアーク半蔵門　4F　富士東

　30周年記念レセプションは、JACIC30年設立の感謝の

意を示すために、関係各位を招待して開催する予定です。

国土交通省関連部署をはじめ、地方公共団体・関係社団・

財団法人、OBの代表などに出席して頂く予定です。

3.　「JACIC30」と地方イベントの開催も予定

　これらの30周年事業では、JACICの過去30年を振り返り、

将来の30年に新たな飛躍を期すという意味で「JACIC30」

のロゴを使います。

　またJACICには賛助会員という制度あり、全国600以

上の企業に支えられてきました。地方所在の賛助会員の

皆様のためにも、記念の地方セミナーも随時実施してい

きたいと考えております。ご期待下さい。

（JACIC設立30周年記念事業PT　河内康）

JACIC設立30周年記念イベント開催の案内
「JACIC30」 これまでの30年、これからの30年

－11月11日（水）・12日（木）－

ニュースと解説

昨年の建設情報研究所研究発表会
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　昨年に続き、JACIC海外支援室は「海外インフラビジ
ネス」に関するセミナーを8月26日（水）午後、東京の「グ
ランドアーク半蔵門」において開催しました。

1.　開催趣旨
　我が国の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
のインフラ輸出が進展しています。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の海外の受
注比率はそれほど増加しておりません。今後の建設分野
における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の海外支援室は発足以来PRに努めてきました。
今回のセミナーは昨年に続く第2弾として、より現実的
な話を各界の方に伺いました。 

3.　参加人数等
　当日は雨の天候にも関わらず、外部から112名の参加
がありました。その中には、建設会社・建設コンサルタ
ント・社団財団・IT企業といった通常のメンバー以外に、
フランス大使館やイギリス大使館の職員も出席されてい
ました。

4.　国際協力銀行の色々なスキーム
　実際に多くのPPP（官民連携事業）プロジェクトに関
与されている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の茂垣ユニット長に「輸出金融」の
話を伺いました。「輸出金融」というジャンルの中にも
多くのスキームがあり、是非活用して欲しいとのことで
した。

5.　日立製作所の英国成功までの奮闘
　後半では、現実に英国に鉄道を輸出している日立製作
所伊藤部長の話を伺いました。1999年に英国に進出した
ものの、初めて契約にこぎつける2004年までには、多く
の困難があったということです。また2015年には2つ目
の契約を獲得したので、英国内に車両工場も建設してい
るとのことでした。

6.　JACIC海外支援室のPR
　最後にJACIC海外支援室長の藤森審議役より、海外イ
ンフラビジネスを奨励している政府の数々の施策を説明
した上で、是非JACICとパートナーを組んで海外進出を、
というPRがありました。

　上記のセミナー内容・配布資料等は、以下のJACICホー
ムページ上でも公開されているので、ご参照下さい。
http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/index.html　

（経営企画部次長　海外支援室　河内康）

2.　プログラム

「海外インフラビジネス」に関するJACICセミナー開催報告

（株）国際協力銀行　茂垣氏の講演

演　題 講　演　者

開会挨拶 JACIC　理事長　門松武 13：10

1 日本の海外におけるインフラ投資の動向 （株）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
第二ユニット長　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 （独）国際協力機構　企画部　業務企画第二課長　田中総東 13：50～14：20

（休憩時間） 20分 14：20～14：40

3 英国の鉄道事業への挑戦 （株）日立製作所交通システム社海外交通営業本部欧州部長 　伊藤国彦 14：40～15：10

4 インフラビジネスにおける戦略的マスタープラン（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル　執行役
グローバルソリューション事業部長　柴田純治 15：10～15：40

5 海外インフラビジネスの薦め JACIC　審議役　藤森祥弘 15：40～16：10

閉会挨拶 JACIC　理事　山下章 16：10
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1.　はじめに
　去る8月27日、熊本大学の小林一郎教授にお越しいた
だき、CIMに関する講演会を開催しました。小林教授は、
永長にわたり土木分野においてCGやCADやCALSなど
に取り組んでおられ、最近では産学官CIMの河川CIM検
討会やトンネルCIM検討会をはじめ数多くの委員会や講
演で全国を飛び回っておられます。JACICとしてもCIM
人材育成の共同研究でご指導いただいており、その成果
は「CIMを学ぶ」として取りまとめたところです※1。今
回は、国土交通省やCIM技術検討会関係者にもご案内し、
約40名の参加を得て、非常に示唆に富むご講演をいただ
くとともに、活発な質疑応答が交わされました。以下、
講演会の概要についてご報告します。

2.　講演の概要
　まず、「モデル空間について」と題して、CIMで重要
なこととして、調査段階で取得した地形モデル等は管理
段階でも活用できる「リヤローデイング（次工程への情
報の受渡し）」であることや、バーチャル空間を活用し
て失敗を重ねながら意思統一ができるツールであること
などのお話がありました。
　次に、新水前寺駅前地区交通結節点事業（図-1）にCIMを
活用した事例をもとに、以下のようなお話を頂きました。
・ 関係者が多く、空間的にも制約された交通結節点の改

良で協議調整を円滑に行うためには、CIMの3次元モ
デルを活用した情報共有は効果的

・ 道路線形改善計画で、交差点の4つの角に建物を置い
た簡易モデルで停止線位置や歩道形状を検討→CIMで
はモデル空間の使い分けが重要（図-2）

・ 旧歩道橋撤去では、点群データで取得した3Dモデル

を撤去計画に基づいて分割し、撤去シミュレーション
を行って干渉をチェック→点群データは背景としてだ
けでなく、分割して各種検討に活用できる

　最後に、会場を交えて質疑応答が行われ、CIM導入に
よる費用対効果を検証できないか、設計・施工段階の各
者間の調整はどうすべきかなど、CIM導入に向けた課題
について活発な議論が行われました（写真-1）。また小
林教授からは、今後重点を置くべき課題として、調査段
階での活用、モデルの連続利用、防災CIMの取り組みな
ど、活用事例を通じてメリットを明示して議論すること
や、制度（要領・基準）を見直していくことの重要性な
どについてご指摘をいただきました。

3.　おわりに
　今回ご紹介いただいた交通結節点の事例も、CIM教材
として取りまとめたいとのお話でした。JACICも協力し
ながらCIM人材育成に向けて取組んでいきます。

（研究開発部　次長　小路泰広）

CIMの動向（その12）
～熊本大学小林教授による講演会を開催～

※ 1　http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/pdf/jn315.pdf

新水前寺駅地区交通結節点事業

■工期

平成19年11月～平成24年3月

■発注者

熊本県、熊本市、熊本市交通局、JR

■関係者

熊本県、熊本市、交通局、JR、建設会社

コンサル、景観デザイナー、大学関係者

誰が、どうやって、調整する？！

図-1　交通結節点事業の概要

写真-1　講演会の質疑応答

図-2　モデル空間の特徴と使い分け
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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。今回の112号は2015年9月の発行で、JACIC設

立30周年記念号として「次世代の建設事業」を特集しま

した。

　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しまし

た。

　「次世代の建設事業を考える」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した。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

界の取組が急務であ

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

だきました。

　

 　　

【主な内容】

■巻頭言：「次世代のインフラマネジメント」

国土交通省　事務次官　徳山日出男

■座談会：テーマ「次世代の建設事業を考える」

　東京大学大学院工学系研究科　教授　小澤　一雅

　国土交通省大臣官房技術調査課　室長　岩﨑　福久　

　㈱大林組技術研究所　主席技師　古屋　弘

　日本工営㈱社会システム事業部　副事業部長　國島　廣高

　JACIC経営企画部　部長　井山　聡

■国の機関あるいは教育機関における研究

　・「国土交通省におけるCIMの取組」

国土交通省大臣官房技術調査課

　・「建設産業活性化会議について」

国土交通省土地建設建設市場整備課

　・「土木教育におけるICT・BIMの意義」

東京都市大学工学部都市工学科　教授　皆川勝

　・「新たな技術者の役割と技術者教育」

室蘭工業大学　監事　岸浪建史

■企業の事例から

　・「東京の都市開発のこれから」

㈱日本設計　会長　六鹿正治

　・「建設産業における生産性向上」

㈱大林組　特別顧問　金井誠

　・「3次元プリント出現によるインパクト」

清水建設㈱　上席研究員　兼光知巳

　・ 「将来的な維持管理性の向上を目指した『Dura-Bridge』の開発

西日本高速道路㈱　緒方辰男 他、

三井住友建設㈱　春日昭夫 他

■ICCBEI2015JACICセッション記録

■公共調達コーナー

　・「技術提案・交渉方式について」

国土技術政策総合研究所　建設マネジメント技術研究室

　室長　森田康夫 他

■地方センターコーナー

　・ 「池・用水路・小河川の水質を改善するミラクルソ

ル水質浄化システム」　　　　　 　日本建設技術㈱

■JACICのページ等

　定期購読を受け付けています。毎号1000円+消費税で

す。1回のみの購入も可能です。

　定期購読している方は、測量系CPD協議会が認定す

る「測量CPD」年間5ポイントも取得できます。　　　

　　　　

　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

      

　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
～JACIC設立30周年記念号～

JACIC通信
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RCCM講習会使用のテキスト・問題集の有償配布
1.　RCCMとは

　RCCMとは、公共機関から発注される業務（調査・計

画・設計等）の管理技術者・照査技術者になるための

資格で、Registered Civil Engineering Consulting 

Manager（シビルコンサルティングマネージャー）の略

です。

　平成3年に創設されて、計22部門で既に合計27,000人

超が資格登録されておりコンサルタント業界他で日々活

躍をしています。受験資格は大学卒業の場合は実務経験

10年（平成23年度改訂）となっています。

　「技術士」という資格が、建設分野だけでなく、機械・

電気・科学などの分野でも存在する国家資格であるのに

対して、RCCMは建設やインフラ部門に焦点を当てた民

間の技術資格となっています。

2.　JACICの講習会

　RCCM資格試験は、一般社団法人建設コンサルタンツ

協会が実施しています。

　JACICでは、「平成27年度RCCM資格試験受験準備講

習会」を7月下～8月上旬に全国11会場で開催しました。

今年度の講習会は、2,400人を上回る方々の参加をいた

だきました。

3.　使用テキストの高品質

　その人気を支えているのが、講習会で使用されている

「テキスト」です。これは専門家11名で構成されている「業

務管理技術研究会」で毎年内容を検討し、改訂を重ねて

いるものです。RCCM資格制度に関するものから建設コ

ンサルタント技術者が知っておくべき最新の情報など満

載で、目次内容は以下です。

　「受験準備講習会テキスト」目次

第Ⅰ編　建設コンサルタント

　第1章　建設コンサルタント業務とその管理

　第2章　建設コンサルタントの課題

　　第1節　 建設生産システムの変化と建設コンサ

ルタントの役割

　　第2節　品質の確保

　　第3節　社会資本整備の方向性

　　第4節　建設コンサルタントが対応すべき課題

　　第5節　 参考：建設コンサルタントに係る動向

の経緯

第Ⅱ編　RCCM

　第1章　RCCM資格制度

　第2章　RCCM資格試験

第Ⅲ編　関係資料

　1.　推薦（参考）図書

　2.　参考資料

　3.　付録［RCCM規程］

　公共事業の業務発注に関する基礎知識が的確に纏めら

れており、RCCM資格試験の受験者以外の方にも役に立

つ参考書であると自負しております。JACICでは毎年講

習会で使用したテキスト、想定問題・解答の残部を7,200

円（税込）で有償配布しています。以下のサイト参照。

http://www.jacic.or.jp/topics/20150801/rccm_h27text_

yusyohaifu.html

4.　平成27年度の試験日程等

　資格試験について今年は11月8日（日）に全国8か所で

行われる予定です。あと1ケ月余りになりました。受験

の皆さまにおかれましては、JACIC発行のテキスト・問

題集を活用して是非合格していただきたいと思います。

（経営企画部　参事　宮﨑豊）

JACIC通信
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1.　海外インフラビジネス展開が主流となる時代へ
　日本政府は、2010年6月に新成長戦略を発表して以来、
本邦企業によるグローバル市場開拓の促進のため、「パッ
ケージ型インフラ輸出1）」、「官民連携によるインフラシ
ステムの輸出」等の施策概念を打ち出し、産業界の海外
展開活動を積極的に支援しています。インフラシステム
の輸出先は、主にアジア地域をターゲットと設定し、
2020年に約30兆円規模のインフラシステム輸出を目標に
掲げています。しかし、その輸出額が約10兆円規模であ
る現状を鑑みると、あと5年で30兆円規模のインフラ輸
出目標に近づくためには、政府による公的資金援助（政
府開発援助：ODA）のみならず、民間資金やノウハウ
を活用したPPP事業/インフラ投資型事業などを展開し
てゆく必要があります。そのためには、企業の海外展開
を支える金融支援の量的拡大と、何よりもインフラ海外
展開の担い手となる企業、地方公共団体の人材育成が喫
緊の課題となってきます。
　本稿では、本邦企業の海外展開を多様な金融スキーム
で支援している（株）国際協力銀行（通称：JBIC）が
提供する金融スキームの概要と、そのうちの一つである

「バイヤーズ・クレジット（B/C）」について紹介します。

2.　JBICによる金融スキームとB/C
　JBICによる金融スキームの主なものには下表のもの
があります。

金融
スキーム スキーム内容

輸出金融 日本企業による海外への機械・設備等の輸出なら
びに技術の提供に必要な資金の融資

輸入金融

日本企業による資源等、重要物資の輸入に必要な
資金を融資するもの。また、資源関係以外では、
航空機輸入等、国民経済の健全な発展のために真
に必要なものについては、保証制度により対応

投資金融

日本企業（中堅・中小企業を含む）が、海外にお
いて行う現地生産・販売事業やインフラ事業、海
外 M&A、資源の権益取得や開発事業等を行う際
の資金の融資

事業開発等
金融

日本の貿易・投資等、海外経済活動のための事業
環境整備を図るとともに、外国政府、外国政府機
関等が実施する事業に必要な資金の融資

　「バイヤーズ・クレジット（B/C）」とは、本邦企業の
機械・設備や技術の開発途上国への輸出を実現するため、
JBICと市中銀行が協調融資の形態によりバイヤーに対
して資金を貸し付ける契約を指し、輸出契約等の決済資
金をバイヤーに対して直接貸付を行うものです。またこ
の場合、市中銀行は、融資部分の「代金等回収不能リス
ク」を補填するため『貿易代金貸付保険』を利用するこ
とになります。

3.　バイヤーズ・クレジット（B/C）活用のメリット
　B/Cを利用して本邦企業の機械や設備を海外へ輸出す
ることのメリットの具体例として、汚水の浄化施設や発
電設備等を始めとする各種プラントには、数多くの高度
な技術が導入されており、その輸出は開発途上国の経済
発展を促すだけでなく、国内産業の技術更新にも繋がり
ます。また、プラント分野では、施設建設や維持管理の
ために必要な部品製造、供給面で下支えする中小企業活
動の活性化への波及効果も期待されます。
　今後、30兆円規模のインフラ輸出額を目指すためには、
B/Cを含めた多様な金融スキームの有効活用が必須と
なってくるでしょう。

（海外支援室・首席研究員　伊藤不二夫）

国際協力銀行のバイヤーズ・クレジット（B/C）の活用

1） 単なる受注・納入者として個々の設備・技術の輸出のみならず、インフラプロジェクトの事業権、又はその一部の確保により、事業運営
に必要な設備・技術の導入につき、広く商圏（裁量と責任）を確保するビジネスモデルを推進すること

初心者コーナー

表　JBICによる金融スキーム（一部）

図　B/L及びB/Cのイメージ図
出典：（株）国際協力銀行HPより
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地方便り

　中国地方センターの前回報告（2015.2月号）以降の主
な活動状況と今後の活動予定についてご紹介します。

■中国ブロックコアユーザー会議の開催　
　平成27年6月23日（火）に、広島市内の「広島YMCA」
において、電子入札コアシステムをご利用いただいてい
る自治体（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
広島市）の皆様と現状報告や課題・改善要望など、活発
な意見交換を行いました。

■RCCM資格試験受験準備講習会の開催
　平成27年7月31日（金）に広島市内の「メルパルク広島」
で平成27年度の「RCCM資格試験受験準備講習会」を開
催しました。この講習会はRCCM（シビルコンサルティ
ングマネージャー）試験に先立ち毎年、JACICが開催し
ているもので、今年度は126名の方が受講されました。
　　
■Photog-CAD講習会の開催
　Photog-CADは昨年度「災害手帳」「災害査定添付写
真の撮り方」にその活用法が記載されたことで自治体や
コンサルタント等に広く知られる事となってきました。
中国地方センターはPhotog-CADの普及拡大を今年度の
重点課題として積極的に取組んでいます。以下は関連イ
ベントです。
1） 平成27年6月2日（火）に中国地方センターでパソコ

ンを使用した実践形式のPhotog-CADの講習会を開催
しました。整備局の災害査定業務の担当官やコンサ
ルタントの技術者併せて8名の方が参加されました。

2） 平成27年6月2日（火）に（一社）岡山県測量設計業
協会主催の講習会でPhotog-CADの紹介をさせていた
だきました。自治体職員、協会員併せて約70名の方
が受講されました。

3） 平成27年6月3日（水）に鳥取県倉吉市で講習会を開
催しました。現場写真の撮り方、対応点の入力、三
次元モデルの作成、横断図の作成までの一連の流れ
を実習しました。自治体職員（倉吉市、琴浦町、北
栄町）約20名の方が参加されました。

■「建設技術フォーラム2015 in 広島」に出展します
　平成27年11月27日（金）、28日（土）の2日間、広島市
内の県立広島産業会館で開催されます「建設技術フォー
ラム2015in広島」に出展します。
　展示ブースでは、CIM、災害査定申請支援ツール（Photog-　
CAD）、建設副産物情報交換システム、建設発生土情報
交換システム等の建設関係の各種情報についてのパネル
の展示やパソコンを使ったデモンストレーション等を行
う予定です。
　なお、会場では昨年と同様に「エコ・イノベーション
メッセ2015 in 広島」が同時開催されますので多数のご
来場をお待ちしております。

■中国地方センターが移転します
　中国地方センターは、このたび下記住所に移転するこ
とになりましたのでお知らせします。

記
移転先住所　〒730-0016　広島市中区幟町14-14
　　　　　　　　　　　　広島教販ビル3F
業務開始日　平成27年10月21日（水）

（中国地方センター　センター長　安達久仁彦）

中国地方センター活動報告

（一社）岡山県測量設計業協会の講習会の様子

現地での実習の様子

中国地方センターでの講習会の様子

JACIC news_10月号.indd   7 2015/09/30   9:07:33



■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）3505-0414
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/inquiry/
JACICホームページ http：//www.jacic.or.jp/  

編集・構成　日本印刷（株）
　　 電話　03-5911-6660

対象範囲：本社

ISO9001

- 8 -

2015.10月号

JACIC便り

　平成27年度第2回JACICセミナーは、9月3日（木）大
阪市の「グランドキューブ大阪」にて以下のプログラム
で開催されました。テーマは「インフラの維持管理
2015」で、劣化曲線の理論化に取り組んでいる高知大学
の那須清吾教授の話をはじめ、「国土交通省のインフラ
長寿命化計画」や大阪府の橋梁点検の実際の話、さらに
はJACICの「維持管理のための電子情報活用に関するプ
ロジェクトチーム」の活動報告などの内容で行いました。
そして、大阪府下の地方公共団体職員や、コンサルタン
ト会社・建設会社等から121名の方にご参加いただきま
した。

セミナーのプログラム
開会挨拶（坪香　伸　JACIC　理事）
1.　社会基盤のマネジメント方法論

（那須清吾　高知工科大学社会マネジメント研究センター長）
2.　国土交通省における長寿命化に関する取組について

（松田好生　近畿地方整備局道路部道路保全企画官） 
3.　大阪府の橋梁点検状況等について 

　（余田善紀　大阪府都市整備部道路環境課総括主査）

4.　維持管理のための電子情報活用プロジェクトチームの活動
（桔梗靖之　JACIC建設情報研究所主任研究員）

閉会挨拶（吉谷幸二　JACIC近畿地方センター長）
（司会進行：井山聡　JACIC経営企画部　部長）

○JACICホームページにおける公開
　今回の講演については、以下のJACICホームページで
も関係資料を公開していきますので、是非ご参照ください。
http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/　
　今後も地方開催を含め、時宜を得たテーマでセミナー
を開催していきたいと考えています。

（経営企画部　次長　河内康）

○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）13：00～16：20
○場　所：東京グランドホテル（港区　芝2-5-2）

○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。
○C P D： 測量協会・建設CPD協議会・CALS/EC資格

等　適用あり。

　JACICは、10月には東京でJACICセミナーを開催します。

詳細・申込は、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セミナー大阪「インフラの維持管理2015」開催報告

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

○講演プログラム
テーマ等 講演者等 時間

開会挨拶 JACIC 門松理事長 13：00 ～ 13：10
1 ロボットの建設分野進出 芝浦工業大学　油田特任教授 13：10 ～ 13：50
2 ロボット施工に関する施策 国土交通省　公共事業企画調整課施工安全企画室長　岩見吉輝 13：50 ～ 14：20

（休憩時間） 20 分 14：20 ～ 14：40
3 大林組の無人施工化挑戦 ㈱大林組技術研究所　主席技師　古屋弘 14：40 ～ 15：10
4 人工筋肉で重機操作 コーワテック㈱　営業開発部　豊田　部長 15：10 ～ 15：40
5 ヘリロボット ルーチェサーチ㈱　渡辺社長 15：40 ～ 16：10

閉会挨拶 JACIC 山下理事 16：10 ～ 16：20

大阪セミナー会場
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