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平成27年11月12日（木）JACICは設立30周年を記念し
て「グランドアーク半蔵門」において式典を行いました。

1.　招待客とプログラム
式典には、国土交通省を始め、地方公共団体、関連す
る社団・財団の代表の他、コリンズ・テクリスのユーザー
である業界団体など日頃からJACICの事業を支えていた
だいている多くの方々を招待したところ、160名を超え
る方々に参加いただき、盛況となりました。プログラム
は以下のとおりです。
　　　
・開会　　　　（司会：理事　山下章）
・理事長挨拶　（理事長　門松武）
・来賓祝辞　　（3名）
　（�東京都市大学名誉総長　中村英夫先生のメッセージ代読）
・乾杯　　　　（JACIC会会長　布施洋一）
・歓談
・閉会　　　　（理事　坪香伸）

2.　門松理事長の挨拶
配布した資料を用いて、門松理事長はJACICの30年を
説明し、これまでの事業運営に対する感謝の気持ちを表
すとともに、今後についてはCIMの推進、地方公共団体
支援、受注者の取り組み支援などを表明しました。

�
3.　来賓の挨拶
国土交通省の徳山日出男事務次官、日本建設業連合会

の中村満義会長、建設コンサルタンツ協会の長谷川伸一
会長の3名の方に祝辞を頂きました。徳山次官は、門松
理事長が説明したグラフの絵を見て、初期の頃の理事長
は大変だったろうとの労いの言葉がありました。
また何れの方からも30年前に「情報」という分野に着
目し財団を立ち上げたことは先見性のある素晴らしいこ
とだったというコメントを頂きました。

4.　30周年の記念品とロゴ
今回の30周年記念事業のために特別に作製した

「JACIC30ロゴ入りトートバック」、「パスワード管理用
のIT機器（ミルパス）」、「岩手陸前高田の奇跡の一本松
をイメージしたバウムクーヘン」、そして「JACIC情報
112号」をセットにして、ご出席の皆さまにはお持ち帰
り頂きました。

（JACIC30周年記念事業PTリーダー　河内康）

JACIC設立30周年記念式典　開催
～ JACIC30　これまでの30年　これからの30年 ～

ニュースと解説

徳山国土交通事務次官の祝辞
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JACICは、平成27年11月11日（水）設立30周年記念行
事のひとつとして「建設情報研究所研究報告会及びユー
ザーの声を聞く会」を開催しました。場所はグランドアー
ク半蔵門3F華の間です。例年行ってきた建設情報研究
所研究発表会を、今年は設立30周年記念行事として拡充
したものです。参加人数は194名でした。プログラムは
以下のとおりです。

開会挨拶
1.　JACIC研究活動の概要と将来
2.　�コリンズ・テクリス（工事・業務実績情報システム）
これまでとこれから

3.　電子入札コアシステムの変遷と将来
4.　積算システムの変遷と将来
　　　　（昼食休憩）
5.　自治体向け「新土木工事積算システム」の
　��運用について
6.　�建設副産物情報交換システム・建設発生土情報
交換システムのユーザーから

7.　静岡県電子入札コアシステム市町共同利用について
8.　東京都におけるコリンズの活用について
9.　業務の中でのコリンズの活用
10.��建設コンサルタントとテクリス
11.��社会基盤情報標準化委員会の成果より
閉会挨拶

1.　午前のプログラムから
午前は、JACIC門松武理事長の開会挨拶のあと、建設
情報研究所所長のJACIC坪香伸理事より、まず「JACIC
研究活動の概要と将来」と題して全体報告があり、この
後JACICの各建設情報システムの変遷と将来というテー
マで、「コリンズ・テクリス」「電子入札コアシステム」「積
算システム」について、各担当部長・センター長が報告
しました。

2.　ユーザーの声を聞く会
午後には、JACICの各建設情報システムのユーザーの
方々から、各システムをどのように使用しており、そし
てどのようなことを望んでいるか、などについて話をし
て頂きました。
自治体向け「新土木工事積算システム」の運用につい

て講演して頂いた仙台市の千葉勝義様からは、JACICシ
ステムのユーザー会のメンバー（現在9自治体）が増えて、
もっと情報共有できるようになることを望んでいるとの
話がありました。
建設副産物情報交換システムについて講演していただ
いた国土交通省関東地方整備局の遠藤利行様からは、
もっと普及させるためには「出前講座」なども積極的に
やるべきだとの話がありました。

静岡県の岩井聖様からは、県内において電子入札コア
システムの共同利用を傘下の市町に積極的に広めている
との話を伺いました。
東京都の仲澤徹様からは、東京都の契約事務の仕組み
について話をして頂いたあと、コリンズ・テクリスの操
作性に関する要望を聞かせていただきました。
清水建設の原太様からは、コリンズの自社検索の項目
が不足しており、発注者の要求とうまく合っていないの
ではないかという問題を提起されました。同様にテクリ
スユーザーである（一社）建設コンサルタンツ協会の田代
恭一郎様からも、自社検索の改善について話がありました。
これらに対して、JACIC職員からも幾つかの質問や回
答があり、今後の各システムの改善に向けて積極的に受
け止めて対処していく第一歩となりました。

3.　社会基盤情報標準化委員会の成果より
最後に、JACIC小出正則審議役より、平成27年6月に、
社会基盤情報標準化委員会が、その傘下の小委員会で作
成し、委員会で推奨・公開した「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、説明しました。

（経営企画部　次長　河内康）

建設情報研究所研究報告会及びユーザーの声を聞く会　開催報告
JACIC設立30周年記念行事として
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JR新八柱駅（新京成�八柱駅でも可）を降りて駅前の

バス乗り場2番にバスが待っていたら、もう乗るしかな

いでしょう。運転手の「発車します」の合図から5分少々

で、今回の記事で取り上げる建設技術展示館（千葉県松

戸市）に到着です。10月27日にリニューアルオープンし

ました。

さてその新八柱駅ですが、昔から「風が吹けば桶屋が

儲かる」ではなく、「風が吹けば電車が止まる」と噂さ

れた武蔵野線の駅なのですが、JRが「武蔵野線よくす

るプロジェクト」の一環で3箇所に防風柵を設置した結

果、設置前と比較して、運転中止時間が92％減少、速度

規制（25km/h）時間が86％減少したとのことです。

残念ながら防風柵についての技術展示はありません

が、建設技術展示館には、社会資本の整備に関する技術

と技術者育成に関する技術が計118種展示されています。

これらに合わせ12の国交省関係団体のパネル資料も展示

され、こちらは適宜更新されていくものと思われます。

なお、本展示館はリニューアル前時点で、平成11年のオー

プン以来24万3,400人の来場者を数えているとのことで

した。

建設技術展示館の

開館日は、火曜から

金曜（祝祭日及び年末

年始除く）で、時間は

AM10時 か らPM4時

の間です。

Ph o t o g - CAD の

ブースはA8-2に位置

しており、説明用パ

ネルと段ボールで作

成した災害現場ジオラマと補足資料を展示しています。

このジオラマを3方向からデジタルカメラ撮影し、記

載されたアドレスへメールするとPhotog-CADによる横

断図を返信するサービスも実施しています。展示期間は

H29年9月までの2年間（第13期展示期間）となっていま

す。

（研究開発部　主任研究員　橋爪宏之）

・国土交通省関東地方整備局　関東技術事務所：建設技術展示館
　http://www.ktr.mlit.go.jp/kangi/kangi_index005.html

・JR 東日本：防風柵設置による輸送障害対策について
　https://www.jreast.co.jp/press/2014/20141111.pdf

建設技術展示館リニューアルにあわせPhotog-CAD新規出展

写真-1　関東技術事務所の建設技術展示館

写真-3　展示館内部

写真-4　Photog-CADブース

写真-2　リニューアルオープン式典の様子
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平成27年10月16日（金）に、平成27年度全国自治体版
標準土木積算システム等担当者会議（以下「積算担当者
会議」という）が秋田県庁において開催されましたので
報告します。

1.　はじめに
積算担当者会議は、JACICがパッケージとして提供し
ている「Web版土木積算システム」を導入している地
方自治体等が効率的にシステムを維持・運用するために
必要な情報の収集・交換等を行うため、平成5年度より、
毎年度1回�開催されており、2日間に亘って行われます。
初日は、地方公共団体等のみの会議でJACICは2日目に
参加し、事前に送られている要望事項への回答、及び
JACICからの情報提供を行いました。
本年度は、県・政令市・県建設技術センター等、11団
体が参加し、活発な意見交換が行われました。

2.　JACIC担当者会議の内容
①要望事項
本年度の要望事項は29件あり、国土交通省が策定した
運用指針に基づいたJACICの考え方を求める意見、使い
勝手を良くするための個別のシステム機能改良要望、積
算基準データに関する改良要望等、多岐に及びました。
2015年1月に策定された、品確法に基づく運用指針の

「2.発注体制の強化等」では「積算システム等の各発注
者間における標準化・共有化」が示されており、これに
対するJACICの方針を確認する質問がありました。
JACICは、県が市町村との積算システムの共同利用を
推進する場合には、県の協力が得られれば、同じ積算シ
ステムを個別の市町村にASP�サービスとして利用でき
るように提供する等、積極的に対応する姿勢を回答しま
した。
システム改良に関する要望では、積算効率を向上する

ための画面推移の変更、積算結果を確認し易くするため
の画面・帳票の変更等があり、これらについては、要望
を出された団体以外の意見を含めて集約したうえで、優
先度を考慮した対応をする旨を回答しました。
基準データに関する改良要望では、国土交通省の直轄
工事では貸与することとなっている建設機械を、地方公
共団体では対応できないため、持ち込みにしたい等の意
見があり、地方公共団体向けのデータについては、対応
する方針を回答いたしました。

②JACICからの情報提供
今年度7月に改定された工事請負契約における設計変
更ガイドラインのポイントについて、情報提供を行いま
した。

3.　おわりに
積算担当者会議では、地方公共団体が改正品確法に対
応するために検討すべき積算システムの機能・運用に対
する改良事項、及び国土交通省直轄工事の積算基準では
対応が困難な内容等、貴重な意見を頂くことができまし
た。また、積算ミス防止や積算業務の効率化について、
高い関心があることがわかりました。
このような、貴重な意見を取り入れつつ、積算システ
ムを時代に即した、使いやすいシステムにしていく必要
があると感じます。
今後も、積算システムの品質向上のため、全ユーザー
が集まる積算担当者会議を貴重な意見交換の場にできれ
ばと思います。

（積算システムセンター　参事　阿川且洋）

平成27年度全国自治体版標準土木積算システム等担当者会議開催報告
JACIC便り
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1.　調査団概要
平成27年10月24日から31日にかけて、CIMに関する欧
州調査に参加しましたのでご紹介します。
調査の目的は、わが国においてCIMを推進していくう
えで必要なCIMに関する国際動向の把握、先進的事例調
査の一環として、欧州のCIMに関する「要領・基準・ガ
イドライン」等について調査や資料収集等を行うことで
す。
今回の調査にはJACICの他、大阪大学大学院工学研究
科の矢吹信喜教授、日本大学生産工学部土木工学科の木
下誠也教授、（一社）Civilユーザ会等のメンバーが参加
しました（表-1）。

2.　調査結果の概要
訪問先は、フランスのパリ、英国（UK）のロンドン
およびオランダのユトレヒトで、各国または欧州におけ
るBIMに係わる官庁や民間企業団体等を訪問しました
（表-2）。なお、わが国でいうCIMは、欧州ではBIM�for�
Constructionと呼ばれています。
（1）フランス
フランスでは、マルセイユの延長11kmの高速道路建
設事業などでBIMの試行が始まっています。事業は、
UK�Task�Forceが定めたBIM実行計画書を参照した実
行計画書を作成して実施され、各事業執行プロセスの効
率化（簡略化）を図っています。また、点群データ、環
境情報、GISデータ等の様々なデータをデータベースに
格納して受発注者が利活用しています。更に、現在IFC�
Bridgeに関する取組みが行われています。これは、橋梁
（上部工・下部工）を対象に1,200のオブジェクトと属性
のライブラリーの作成、モデルの関連付け、データディ
クショナリーの作成等を行うもので、今後、欧州のプロ
ジェクトになる予定となっています。

（2）英国
英国環境庁では、BIMを洪水管理の構造物対策や、水
路や河川構造物の管理で利用するため、2011年にBIM導
入計画が立案され、2016年に工事が発注される予定です。
当面は5,000万円以上の事業で利用し、将来的には全て
の事業で利用する予定となっています。また、BIM�に
関するUK標準は既に定められており、これに従うこと
になっていますが、全ての分野にそのまま使用できない
という事で、工夫しながら使用しているのが現状です。
今後は、アセットマネジメントのためのデータの蓄積、
組織や担当者のスキルアップ、発注者・設計者・施工者・
材料供給者間の連携、契約関係の文書・技術関係図書・
ガイドラインの標準化を行う予定となっています。
（3）オランダ
国立水運局（RWS）はオランダ国内の土木・河川・
道路を所管し国内最大の公共事業発注機関であるととも
に、社会資本の維持管理を行うという重要な役割を担っ
ています。BIMは2012年からスタートし、高速道路を対
象に設計・施工・維持管理（アセットマネジメント）を
対象に実証実験が実施されています。また、2015年4月
に国の組織としてBIM�loketを設立し、建設業界がオー
プンスタンダードを正しく導入することや国際標準に係
わる活動を行っています。特に、オランダ独自の標準化
は意味が無いと考えており、欧州全体ひいては世界的な
標準化が重要としており、オランダ・ドイツ・フランス・
UK・北欧3カ国が参加するCeda�Project�Task�Grのチェ
アマンをRWSが務めています。

3.　おわりに
今回の調査で得られた資料や課題等については、今後
のデータ標準化、ガイドライン作成、教育等に活かして
いきます。

（研究開発部　主任研究員　徳重政志）

CIMの動向（その15）
～CIM欧州調査報告～

JACIC便り

氏　名 所　属
団長　矢吹信喜 大阪大学大学院工学研究科�教授
　　　木下誠也 日本大学生産工学部土木工学科　教授
　　　髙津知司 JACIC　研究開発部　次長
　　　徳重政志 JACIC　研究開発部　主任研究員
　　　伊藤一宏 JACIC　研究開発部　主任研究員
　　　児玉直樹 JACIC　研究開発部　主任研究員
　　　庭田敏行 JACIC　研究開発部　技師
　　　藤澤泰雄 （一社）Civil ユーザ会　会長
　　　福地良彦 （一社）Civil ユーザ会　幹事長

（順不同）

訪問国 訪問先

フランス FNTP（French�National�Public�Works�Federation）
AFNOR（Association�Francaise�de�Normalisation）

英　国
UK�Environment�Agency（英国環境庁）
EU�UK�BIM�Task�Group
RIBA�Enterprises�Ltd.

オランダ Rijkswaterstaat（国立水運局）

表-1　調査団名簿

表-2　訪問先一覧
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1.　buildingSMART国際会議
buildingSMART（bSI） は、BIM仕 様IFC（Industry 

Foundation Classes）形式のデータ交換標準の規格開発
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とリエ
ゾン関係にあり、地理空間情報の標準化を進めるOGC 

（Open Geospatial Consortium）とMOU（覚書）を交わ
して建設分野のIFCの標準化を進めています。　

会議はbSIの17支部の持ち回りで年2回開催され、今回
のbsシンガポール主催の国際会議（2015年10月12日～15
日）には24の国・地域から104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 2名を含む
8名が会議に出席しました。

JACICは、bSI活動を通
して我が国のCIMに関す
るモデルの標準化の意向
反映を行うことが必要な
ため、IAI日本の土木分科
会の活動に参加、支援を
行うとともに、bSI国際会
議へ継続的に参加して国
際標準化の動向を把握し、
各国と連携して情報交換および情報の共有化を図りま
す。

2.　会議参加状況
今回はインフラ分科会（Infrastructure Room）及び

要求・プロセス分科会（Building Room）に出席して各
国と討議を行いました。
◆インフラ分科会

Alignment 1.1 およびAlignment 展開の取組として、
仏・韓・日・露・濠・中・瑞の7カ国からなるプロジェ
クトチームが、スキーマの作成および具体的な検討を
2016年6月迄に計画して実施することになりました。

今回新たに参加の中国とロシアの紹介後、中国より
CRBIM（China Railway BIM）プロジェクトおよびIFC 

Railwayに関するプレゼンテーションが行われ、韓国よ
りIFC Roadについて、数量計算QTOをスコープとした
プロセス仕様IDM（Information Delivery Manual）の
開発およびケーススタディの説明がありました。

IFC Bridgeについてはプロジェクト提案が文書とし
て提出されて取り組むべき内容が明確となりました。
◆インフラ分科会・テクニカル分科会　合同会議

インフラ分野におけるプロジェクトが複数進行し、
“BIM for infrastructure”を基に開発したIFCモデルの
インフラ分野への拡張が現実になってきたことから、分
野を跨るモデルデータ交換やスキーマ拡張を行うために
IDBE（Integrated Digital Built Environment）および
Overall Architectural Project、インフラ・アセットマ
ネジメントに関する検討が開始されました。
◆報告会議・閉会

各会議における討議結果として次のとおり報告され、
次回開催は2016年4月にオランダ開催となりました。

・IFC4 Infra Alignment 1.0の展開
・IFC Alignment 次フェーズ 1.1の検討開始
・IFC bridge LAND XML のリポート開発
・IFC Road & Railの検討開始
・IFC Asset Managementの検討開始
・IFC Bridgeの検討開始

 
3.　おわりに

本会議では、中国と韓国が共同して道路および鉄道モ
デル（IFC Road & Railway）を提案してきたことから、
交通分野の線形モデルの規格化を中韓一体、連携して推
し進めようとする意図が窺えました。

今後は今まで以上に各国と協調・連携を図りながら各
分野のIFCモデルの標準化を行うことはもとより、イン
フラ分野の構造化モデルの開発、および“Design Intent 
Model”の実装を志向したライフサイクル基盤の構築に
ついて、高度な対応が可能な体制を整備して戦略的に取
り組む必要性を感じました。

（システムエンジニアリング部　参事　宮本勝則）

buildingSMART の標準化活動について
―シンガポール国際会議2015参加報告―

JACIC便り

シンガポール共和国
ジュロン地区

ゲンティンホテル ジュロン
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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・発生土システム、
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、訪問説明会等を鋭意実施し
ています。今年度に新規契約していただいた団体は、7
団体です。

■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14団体で実施
し、2市で導入をしていただき、複数の自治体と会社から、
試用の要望があり、対応しております。
自治体合同や自治体と民間団体合同等の実践形式（実
際の被災現場を使用して）のPhotogセミナーを実施し
ました。

�
■CIM（普及活動）
国の機関との共催のCIM勉強会の実施し、CIMを活用
したダム管理の勉強会の参加・支援、さらには調査～維
持管理・防災へのCIM導入のための課題等の検討にも参
加し、九州におけるCIMの普及に努めています。

■電子入札コアシステムユーザ会議の開催
平成27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6月22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27年7月23日（木）�JR九州ホールと7月30日（木）
沖縄産業支援センターの2箇所で開催しました。
福岡会場は354名（受講率97%）、沖縄会場は90名（受
講率96%）が受講されました。

�
■「SAGA建設技術フェア2015」
平成27年6月10日~11日に佐賀市文化会館で開催され、

「Photog-CAD」と「CIM」を出展しました。

�
■「土木の日ファミリーフェスタ2015」
平成27年10月18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2015」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のブースもお客さん
が列をなし、250人の方が体験されました。

�
■「九州建設技術フォーラム2015 in 福岡」
平成27年10月5日（月）～6日（火）に福岡国際会議場
で「九州建設技術フォーラム2015」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」、
「CIM」と「施工パッケージ型積算システム」の出展と
プレゼンテーションを行いました。2,772人の方々が来
場されました。また、JACICブースへの訪問者は、200
人程で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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1.　会議の概要

平成27年10月29日（木）、30日（金）の両日、さいた

ま市のさいたま新都心において、土木電算連絡協議会第

47回全国会議が開催されました。この協議会は、昭和47

年に設立され、全国47都道府県、20政令指定都市で構成

されており、積算システムを始めとする、公共事業の執

行プロセスへのICT導入を通じて、業務の公平性、透明

性、効率性等を向上させることを目指しています。

2.　第47回全国会議

毎年1回全国会議が開催されており、今回は、昨年の

いわゆる担い手3法（品確法、入札契約適正化法、建設

業法）改正、さらには「発注関係事務の運用に関する指

針（運用指針）」（平成27年1月）を踏まえ、国土交通省

大臣官房技術調査課竹下課長補佐から、「公共工事の品

質確保に関する最近の動向について」、また同課桝谷事

業評価・保全企画官から、「国土交通省における積算に

関する最近の動向について」と題して講演がありました。

分科研究会では、第1分科会「情報共有システムの利

活用について」、第2分科会「積算システムの利活用につ

いて」、第3分科会「電子納品システムの利活用について」

の3テーマに分かれて、地方公共団体間で情報交換、意

見交換が行われました。

3.　JACICによる特別講演

例年、JACICには講演の場を与えていただいており、

ここ数年は電子納品、CALS/EC、CIM関係をテーマと

してきましたが、今年はJACIC経営方針の重点課題であ

る地方公共団体支援を意識して、「建設情報に関する最

近の話題─公共工事の品質確保とJACICの建設情報シス

テム」と題して、当方が講演しました。

講演では、①公共工事発注の担い手として市町村の役

割は大きく、脆弱な執行体制を余儀なくされている市町

村への「運用指針」の普及、浸透が重要であること、②

発注者としての市町村への支援を、インフラメンテナン

スと同様に地域単位で受け皿を作って組織的に対応して

いくことが不可欠であること、③JACICの建設情報シス

テムのうち、入札情報サービス（統合PPI）、コリンズ・

テクリス（工事・業務実績情報システム）、Web版積算

システム、電子入札コアシステムが情報インフラとして

重要な役割を果たしており、その市町村への普及に努め

ていること、などについて説明しました。

�

4.　公共工事の品質確保に向けて

当協議会における議論が各都道府県、政令指定都市は

もとより、各管内市町村の発注関係事務へ的確に反映さ

れ、公共工事の品質確保に大きく寄与することを期待し

ています。

（経営企画部長　井山聡）

土木電算連絡協議会第47回全国会議（報告）

土木電算連絡協議会第47回全国会議特別講演
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