
2016
1月号/No.320

平成₂₈年₁月₁日発行（毎月₁回₁日発行）

一般財団法人日本建設情報総合センター

- 1 -

新年あけましておめでとうございます。

皆さまには、日頃より当センターの事業に対し、深い
ご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成27年はJACIC設立30周年ということで、11月の記
念セミナーや式典にご参加いただきました皆さまには改
めて感謝申し上げます。2日間のセミナーに合計350名、
式典に160名の方々にご参加いただきました。

イベントのテーマは「JACIC30、これまでの30年これ
からの30年」と銘打ちましたが、私自身、設立以来30年
間の先輩たちの功績を思いおこし、来たるべき30年先ま
で続くであろうJACICの各事業について、考える良い機
会となったと考えております。

この30周年記念事業をきっかけに、幾つか新しい取り
組みを始めました。まず賛助会員との連携強化です。全
国にいらっしゃる600余社のJACIC賛助会員の皆様のと
ころに、直接職員が訪問し永年の支援に対して御礼の挨
拶を申し上げるとともに、記念品をお配りしています。
従来賛助会員に対しては、特典である機関誌の配布等に
とどまっていましたが、今後はユーザーでもある建設業
界等の各社からJACICの業務に関して、意見・要望を直
接伺い、その改善に反映させることも視野に入れ関係を
再構築していく所存です。

次にCIMの教育研修に乗り出しました。CIMを支える
3次元CADの活用には、その使い手の層を増やすことが
不可欠であり、JACICは自らが研修事業に関与して貢献
したいと考えております。昨年11月から協力企業を募る
ことから始めたところです。

このような平成27年の取組の上に、平成28年は以下のよ
うな項目に重点的に取り組んでいきたいと考えています。

1．CIMの更なる普及・推進と国際標準化協力
建設生産システムの生産性向上が急務となっている昨

今、 国 土 交 通 省 で は「i-Construction」 が 提 唱 さ れ、

ICT技術の全面的な活用に向けて、CIMがその中核をな
すツールとして注目されています。

JACICがCIM技術検討会の事務局を預かって4年目を
迎える今年は、国土交通省のもと「CIMガイドライン」
のとりまとめに貢献したいと考えております。

またこれと並行して、自主事業により海外の先進事例
の調査やBuildingSMART Internationalにおける標準化
活動に関しては、引き続きわが国の窓口としてその責任
を果たして参ります。
2．新しい時代に対応したシステム・サービス

IoTあるいはIndustry4.0に象徴されるとおり、情報シ
ステムは日進月歩であり、数年ごとに大きなキャッチ
アップを図っていくことが必須となっています。この情
報化の世界に遅れることなく、コリンズ・テクリスをは
じめとした建設情報システムを更新していくための準備
を着実に進めるとともに、利用者の立場にたった肌理こ
まかい対応をして参ります。

またコリンズ・テクリスのデータ数は既に600万件を
超え、ビッグデータとしての活用を積極的に図って参り
ます。
3．品確法改正に伴う地方公共団体への支援

一昨年改正された品確法とそれを実施に移すための
「発注関係事務の運用に関する指針」によって、地方公
共団体の負担が増大することを予想し、JACICにできる
支援策を検討しています。発注関係事務の透明性・客観
性・効率性等を確保するうえで、JACICの建設情報シス
テムは情報インフラとして不可欠なものとなっており、
地方公共団体への一層の普及・活用等を進めて参ります。

以上のように、常に社会のニーズに的確に応え、必要
な情報技術をもって積極的に社会貢献をしていきたいと
考えています。

今年もJACICをよろしくお願い申し上げます。
皆さまにとって、よい年でありますようお祈り致します。

新 年 の ご 挨 拶
理事長　門松　武
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JACICにおける平成27年1月～12月における大きな
ニュースを以下の7項目にまとめました。
1．JACIC設立30周年

平成27年はJACIC設立30周年にあたりました。11月11
日（水）・12日（木）には2日間の記念セミナーを行った
ほか、11月12日（木）夕刻には「JACIC設立30周年記念
式典」を開催しました。

両日のセミナーイベントには、JACICがサービスを提
供している各情報システムのユーザーの声を聞くプログ
ラムや、東京大学教授の柴崎亮介先生による基調講演な
ども企画しました。参加人員は初日194名、2日目154名
と盛況でした。

記念式典には160名を超える方々にご参加いただき、
開会時の門松理事長の挨拶に続き、国土交通省徳山事務
次官等からも祝辞を頂くことができました。

式典で挨拶する門松理事長

この2日間のイベント以外に、仙台における記念セミ
ナーなどにおける賛助会員との意見交換、第5回世界工
学会議WECC2015への参加（12月JACICより7編の論文
発表と、技術展示会への出展）、30周年記念誌の取りま
とめ等、多くの事業を行いました。
2．ICCBEI2015にて「JACICセッション」開催

4月に開催された「第2回土木建築情報学国際会議
（ICCBEI）」 で は、JACICが 企 画・ 運 営 を 担 当 し た
JACICセッションとして、「日本とアジア各国における
BIM/CIMの進展と将来方向」というテーマについてパ
ネルディスカッションを行い、日本のCIMの取組みにつ
いてアジア各国・地域の参加者にアピールしました。
3．コリンズ・テクリス登録件数が600万件超え

工事実績情報システムであるコリンズ（CORINS）の

登録は、平成7年頃から本格化しましたが、年々拡充を
続け、平成26年度末では登録件数が450万件を突破しま
した。同様に業務実績情報システムのテクリス（TECRIS）
では、同年度末での登録実績が150万件に達しました。
合計600万件を超え、公共工事における工事・業務の実
績情報では圧倒的なカバー率を誇る日本唯一のデータ
ベースに成長しました。
4．CIMの普及・推進

CIMの普及・推進に関しては、6月熊本大学小林教授
の協力を得て「CIMを学ぶ」を発行し、9月米国調査を
自主事業で実施した他、CIM技術検討会で事務局を勤め、
BuildingSMARTにおける標準化活動に参加するなど、
平成27年も活発な動きをしました。

JACIC設立30周年記念事業としては、「CIMチャレン
ジ研修」（CIM Soluthon）の開始と協力企業の募集を行
いました。
5．品確法改正に伴う地方公共団体への支援

昨年度、品確法が改正されるとともに、「発注関係事
務の運用に関する指針」が策定されました。この実施に
向けては、発注者としての地方公共団体への支援が急務
になっており、「積算システムにおけるASPサービス」
をはじめとして、JACICが開発・運営する建設情報シス
テムの普及を一層図るべく重点的に取り組みました。
6．�社会基盤情報標準化委員会の成果「ボーリング柱状
図作成等要領（案）」

JACICが事務局を担当する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）は、6月に「ボーリン
グ柱状図作成およびボーリングコア取扱・保管要領（案）・
同解説」を作成し、公表しました。これは平成11年の古い
要領・解説書を15年ぶりに改訂するもので、同種の基準類
を統一的に表現できるようになりました。平成28年度以
降に国等の機関で採用されるものと期待されています。
7．Photog-CADのプロモーション

JACICがパッケージソフトの形で販売している災害復
旧効率化支援システムPhotog-CADですが、徐々に販売
数が延びている状況の中で、今年は「災害における復旧
事業総合単価の改訂」に準じた新バージョン（Ver.2）
を8月にリリースしました。また関東農政局土地改良技
術事務所や関東地方整備局関東技術事務所技術展示室へ
のパネル出展も実現し、PRに努力しました。

　　　　　　（経営企画部次長　河内康）

ニュースと解説

JACIC平成27年の7大ニュース
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平成27年11月12日（木）東京のグランドアーク半蔵門
において、「JACIC設立30周年記念　研究助成事業成果
報告会」を開催しました。以下はその報告です。

1．30周年記念イベント
例年行っている研究助成事業成果報告会では、研究者

がそれぞれプレゼンテーションをしていただく内容に
なっていましたが、今年はこれに加えて午前中に基調講
演と特別講演をしていただくことで30周年記念イベント
としました。

プログラム　10：00～17：30

1．基調講演「ITの30年とJACIC」

　　東京大学空間情報科学研究センター教授　柴崎亮介

2．特別講演「JACIC研究助成に期待するもの」

　　中央大学教授　大橋正和

　　　　（昼食休憩）

3．30周年記念特別枠研究成果報告・中間報告（3件）

　（1）地方公共法人日本下水道事業団

　（2）東北学院大学工学部

　（3）一般社団法人　全国地質調査業協会連合会

4．平成26年度完了分研究成果報告（7件）

　�　函館工業高等専門学校、愛媛大学、大阪大学、立正

大学、㈱アーク情報システム、東北大学、熊本大学の

各研究者より

2．東京大学柴崎教授による基調講演
冒頭JACICの門松理事長の開会挨拶に引き続き、東京

大学教授の柴崎亮介先生から「ITの30年とJACIC」と
いう演題で基調講演をしていただきました。

ニューヨーク市の犯罪減少に役だった情報システム、
電子地図を使ったアジア各地の「バイクタクシー」事業

化などの事例を、JACICのコリンズとともに紹介し、成
功するパターンは何れも「情報をシンプルにした上で、
集積したもの」であると指摘されました。その上で
JACICには「建設事業の情報プラットホーム化」をする
ことが提案されました。

3．中央大学大橋教授からの特別講演
中央大学教授の大橋正和先生は、毎年JACICの研究助

成の採択を審査する委員会の委員でもある立場から、
「JACIC研究助成に期待するもの」というテーマで講演
をしていただきました。

JACICの研究助成事業の仕組みや文部科学省の科研費
の考え方、海外の大学における研究動向等を説明した後
に、JACICの助成研究は、JACICの組織や事業と一体と
なって動くことが重要で、そうすれば更に価値が高まる
こと、グローバル化や標準化活動と連動すべきこと、さ
らには「萌芽的研究への助成」も重要であることを強調
されました。

4．助成研究の結果のプレゼンテーション
午後は研究助成を受けた研究者のプレゼンテーション

が続きました。まず昨年「特別枠」助成の3研究につい
て報告をしていただきました。

日本下水道事業団の辻副参事からは「下水道施設にお
けるプロダクトデータモデルの構築及び3次元CADデー
タの効率的な利活用」というテーマの研究報告がありま
した。メンテナンス期にはいった全国の下水道施設に関
して、3次元のモデルを導入することは不可欠であると
した上で、IFCを用いた下水道施設のための維持管理モ
デルを提唱しました。

特別枠の他の2研究（東北学院大学と（一社）全国地
質調査業協会連合会）は、研究期間2年の中間年という
ことで、それぞれ中間報告をして頂きました。

その後、記念枠の内、研究テーマに指定課題を選択さ
れた7名の方に研究報告をして頂き、計10研究について
プレゼンテーションをして頂きました。

5．今後もJACICnewsで研究成果の概要を順次紹介
JACICでは、この研究助成事業成果報告会のプレゼン

テーションに関してはビデオで記録しており、以下のサ
イトで配布資料とともに公開中です。

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html　
またJACICnewsでも、2月号以降、研究成果の概要に

関して順次紹介をしていきたいと考えています。
　　　　　（JACIC設立30周年記念事業PT　河内康）

JACIC設立30周年記念　研究助成事業成果報告会　開催報告
JACIC便り

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html
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JACICは、去年（平成27年）1年間に、全国で行われ

た下表の建設技術展等に参加し、「Photog-CAD」「CIM

の推進」「建設副産物・建設発生土情報交換システム」

等を出展しました。

表-1　JACICが参加した各建設技術展

建設技術展名 開催期間 会場

東
北EE 東北 ’15 6 月 3、4 夢メッセみやぎ

関
東G 空間 EXPO2015 11 月 26、27、28 日本科学未来館

北
陸

けんせつフェア北陸
in 金沢 2015 10 月 16、17 石川県産業展示館

中
部

建設技術フェア 2015
in 中部 10 月 21、22 吹上ホール

近
畿建設技術展 2015 近畿 10 月 28、29 マイドーム

おおさか

中
国

建設技術フォーラム2015
in 広島 11 月 27、28 広島産業会館

西展示館

九
州

九州建設技術フォーラム
2015 10 月 5、6 福岡国際会議場

1）Photog-CAD
Photog-CADは、災害現場を3方向から撮影した写真

を基に、3次元モデル・横断図・災害査定設計書の作成、

および盛土量・切土量等の算出を安全かつ迅速に行う写

真測量ソフトウェアです。

技術展では、段ボールで作成した現場模型を3方向か

ら撮影し、模型の横断図を描くデモを行いました。

2）CIMの推進
JACICは、建設生産プロセス全体を一体的に捉え、建

設情報の統合・融合による新しい建設生産システムを構

築する取り組み（CIM（Construction Information Modeling/

Management）を支援しています。

技術展では、一例としてダムの維持管理システムを紹

介しました。航空測量のレーザープロファイラーによる

3D地形上に配置した堤体・各種施設の各3Dモデルと設

計図面等をリンクし情報を一元化して提供します。また、

新しく開設したカタログ集サイト「CIMとGISのための

ショーウィンドー」もPRしました。

URL=http://www.gis.jacic.or.jp/cim_gis/catalog.html

3）建設副産物・建設発生土情報交換システム
建設リサイクルを推進するため、工事情報や処理施設

情報等をインターネット上で情報交換するシステムです。

技術展では、必要となる建設副産物・建設発生土のデー

タをリアルタイムに情報交換するシステムイメージの説

明、簡単に再資源化施設等が検索できる様子をデモしま

した。

JACICは、平成28年に開催される各地の建設技術展に

も、平成27年同様に参加する予定です。

建設技術展をご覧になる場合は、是非JACICブースに

もお立ち寄りください。

（システムエンジニアリング部　参事　満田広司）

各地の建設技術展等への参加報告

写真-1　現場模型

図-1　Photog-CADで求めた模型の右端の横断図

http://www.gis.jacic.or.jp/cim_gis/catalog.html
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JICAベトナム研修生の受け入れ
平成27年11月25日（水）JACICは、国際協力機構（JICA）

から依頼を受けて、ベトナム人の研修生13名を受け入れ、
研修に協力しました。以下はその報告です。

1．今回のプログラム
今回のプログラムは、「国際協力機構　ベトナム国　

建設事業における積算管理、契約管理及び品質・安全管
理能力向上プロジェクト　2015年度本邦研修」というも
ので、平成27年11月15日～11月28日までの14日間、ベト
ナム人研修生が来日し、日本国内で多くの機関の協力を
得て研修するものです。

JACICに対しては、「公共事業発注に係る情報システ
ム」というテーマをいただきました。

2．ベトナム人研修生は「工事品質管理庁」の担当官
今回来た研修生は、「ベトナム国建設省の建設工事品

質管理庁（State Authority of Construction Quality In-
spection, Ministry of Construction）」の次長を団長とし
た13名の団体で、ベトナム建設省の中からは、建設経済
局・国際協力局・建設経済研究所・建設都市幹部育成セ
ンターなどからの代表が、ベトナム建設協会・ベトナム
技術コンサルタント協会の方とともに来られました。同
行者はJICA専門家の高田昇一氏、それから日本語-ベ
トナム語の通訳の2名です。

リー次長の冒頭挨拶

3．JACICのプレゼンテーション
全体のプログラムを概観したところ、多くの現場見学

は含まれていますが、「情報システム」に関する講義は、
どうやらJACICだけのようでした。そこでコリンズ・テ
クリスの仕組みの説明だけでは少し不十分と考え、以下
の2本立てにしました。

1）公共調達に係る情報システム（電子入札等も含む）
　　講師：経営企画部長　井山聡
2）コリンズ・テクリスの説明
　　講師：コリンズ・テクリスセンター長　西牧均
逐次通訳での講義で質疑応答も入れて２時間の予定で

した。

JACICの講演者たち

 
4．研修生の様子

研修生は、JACIC講師の話を真剣に聞き、しっかりと
質問もされました。コリンズ・テクリスの網羅性に驚く
と同時に「業者選定のプロセス」に関しては、日本の手
法に非常に興味があったようです。

JACICはこれまでも、2年に一度のペースでベトナム
の研修生を受け入れて来ました。今後とも要請があれば、
出来る限り研修に協力していく所存です。
（関連記事：2013年12月号No.295 　第6ページ）

研修後の集合写真

（国際協力PT　河内康）
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平成27年11月29日（日）～12月2日（水）にかけて、京
都で開催されました「第5回世界工学会議」にJACICと
して、職員10人で参加して来ましたので、以下報告させ
て頂きます。

1．世界工学会議とは
世界工学会議（World Engineering Conference and 

Convention）とは、日本工学会・日本学術会議等が協
力して日本へ誘致した会議です。これまでドイツ・中国・
ブラジル・スイスとほぼ4年ごとに開催されてきた工学
者にとっては世界最大の会議です。

2．JACICの参加形態
今回JACICは、主催者から強く参加を要請され、技術

展示会へのブース出展の他、論文7編をもって参加させ
て頂きました。そのうちポスターセッションに6編、オー
ラルセッションに1編が採択され、それぞれJACICの職
員がプレゼンテーションをしました。

ポスターセッション

3．開会式・基調講演
平成27年11月30日（月）に開催された開会セレモニー

には、皇太子殿下をはじめ、島尻内閣府科学技術政策担
当大臣や石井国土交通大臣、京都府知事、京都市長など
が出席し、1,200名ほどがメインホールに集まりました。

基調講演としては2日間で合計7本あり、国土交通大臣
の話や、ノーベル物理学賞受賞の天野教授らが講演しま
した。

4．技術展示会の様子
技術展示会には、日本の自動車産業やIT企業の大手

が軒並み参加し計70社が集まりました。建設分野からは
主要な建設会社・コンサルタント会社が出展しました。
JACICからは「コリンズ・テクリス」「電子入札コアシ
ステム」「積算システム」「CIM」「Photog-CAD」の5
テーマに関してパネル出展し、多くの外国人にアピール
しました。

5．京都宣言の採択
最終日12月2日（水）のプレナリーでは、「持続可能な

社会を築くため、技術を向上させよう」という意味の「京
都宣言」が提案され採択されました。

今回、この会議の主催者（組織委員会）は、「震災後
の日本は元気に復活し、なおかつ持続可能な技術を保有
していること」を、世界の工学者にお見せしたい、同時
に日本の優秀な技術も売り込みたいというのが意図でし
たが、これは完全に成功したものと思われます。全参加
者は2,000人を超え、外国人も約80カ国500人という規模
でした。

　　（システムエンジニアリング部　部長　
　　　　　　　国際協力PTリーダー　木下章）

JACICブースの前にて

第5回世界工学会議（WECC2015）への参加報告

メインホールの開会セレモニー
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北海道地方センターは、全道179の市町村を担当地域
として、コリンズ・テクリスやPhotog-CAD、電子入札
コアシステム、RCCM資格試験受験準備講習会等の広報
活動を行っています。平成27年度の主な活動報告を紹介し
ます。

■コリンズ・テクリス
□コリンズ検索システムの普及活動

北海道の全179市町村の内、約16.2％でweb版の検索
システムを利用されています（JCIS（ジェイシス）で
の利用を含む）。内訳は、市で51.4％、町村では約7.6％
となっています。平成27年度は、導入済み市町村へのフォ
ローアップやシステム未導入市町村への普及・利用拡大
に向けた取り組みを実施しています。

■電子入札コアシステム
□北海道地方コアシステムブロック会議の開催

平成27年7月3日（金）に、「平成27年度北海道地方コ
アシステム連絡会議」を札幌市内で開催しました。

北海道、札幌市、岩見沢市、北海道開発局の電子入札
担当者が参加し、各団体の現在の状況や課題・改善要望
などの情報交換を行い、電子入札コアシステムの機能向
上や今後の運用について意見交換をしました。

北海道地方ブロックコア会議

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

の資格試験に先立ち、設計業務等の最近の課題や施策を
解説するとともに、RCCM資格試験のための受験準備講
習会を7月24日（金）、札幌市の北海道経済センターに於
いて開催しました。北海道地区では約180名の方が受講
されました。

平成27年度の（一社）建設コンサルタンツ協会による資

格試験は平成27年11月8日（日）に札幌でも実施され、合
格者の発表は平成28年3月1日（火）に行われる予定です。

札幌でのRCCM講習会

 

■広報活動
□Photog-CADの広報活動

平成27年6月19日に、「北海道土地改良事業団連合会」
を訪問し実務担当者を対象とした、災害復旧事業費申請
業務の支援ツールとしてのPhotog-CAD（災害復旧効率
化支援システム）について説明を行いました。

Photog-CADの説明

■情報提供
□北海道地方CALS/EC 推進協議会の活動

北海道開発局では北海道内の市町村におけるCALS/
ECの普及を図るため、公共事業発注機関へのフォロー
アップを図り、各関係機関が連携をしてCALS/EC導入
を推進するための活動を実施しています。

市町村向けの「電子納品の手引き（案）【市町村版】」
の作成及び電子入札の普及・教育等の活動として、各自
治体への説明会などを実施しました。　

（北海道地方センター長　草開良視） 

地方便り

北海道地方センター活動報告
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JACICのマイナンバー対応
1．対応準備

平成27年10月5日に施行されたマイナンバー法では、
ご承知の通りガイドラインですべての事業者に取扱規程
の作成が義務付けられています。

JACICでは平成27年4月からマイナンバー制度につい
ての学習を進めながら規程制定の準備をしてきました。

JACICの職員は現在100名以下なので、マイナンバー
法では中小事業者に位置づけられ一部の措置については
特例的な対応ができますが、JACICは情報処理が事業の
大きな柱になっていることから、情報漏えい対策を中心
にできる限り大規模事業者と同等の管理を目指すことに
し、規程に明確に盛り込むことにしました。

（1）処理システムの比較
JACICでは、規程の策定と並行して情報漏えい対策や

情報収集の手順を中心にいくつかのベンダーの処理方式
を比較して処理システムを決定しました。

マイナンバーの収集がシステムの入り口になります
が、各個人がスマートフォンでマイナンバー通知書の写
真を撮り、各事業者のシステムに直接登録する方式も実
現されています。JACICの規模ではそこまでの機能は必
要ないと考え、各職員には通知書のコピーと免許証等の
コピーを提出してもらい、総務部職員がスキャナで取り
込み、EXCELのファイルを利用して処理システムに登
録する方式を採用することにしました。

マイナンバー処理体系

業務システム （１）

業務システム （２）

スキャナー

【システムで暗号化】
源泉徴収票

源泉徴収票

処理室

【システムで暗号化】

EXCEL(ｃｓｖ形式）でデータ交換

EXCEL(ｃｓｖ形式）でデータ交換

マイナンバー処理システム

文書の取り込み

システムの選定をしていた途中に分かったことです
が、処理システムが作成したEXCELファイルのデータ
を業務システムに取り込む際、処理システムが送り出し
たファイルを登録後、自動消去する仕組みが準備されて
いるソフトと手作業で消去しなければならないソフトが
あります。情報漏えい対策には、マイナンバーのデータ

はできる限り複数の場所に保管しないことが重要かと思
いますので、人為的なミスから情報漏えいを防ぐために
も登録済みデータを自動消去する機能の必要性を感じま
した。

（2）データの保存
収集したマイナンバーを保存する方式には大きく分け

て2つあり、1つはクラウドを利用する方式で、外部に保
存されたマイナンバーを必要なときだけ情報処理システ
ムに取り込んで処理する方式。もう１つは内部のマイナ
ンバー専用のパソコンに情報処理システムと一体で保存
する方式になります。

JACICでは当面、隔離された専用の処理室に専用パソ
コンを設置し、選定したシステムによってマイナンバー
を保存することにしますが、今後、高いセキュリティレ
ベルで運用管理が求められるJACICの他システムと同等
の運用管理も必要かと考えております。

2．マイナンバー勉強会
マイナンバーについては平成27年10月以降、テレビ等

により制度の説明について触れる機会が増えてきました
が、JACIC職員についても制度について深く認識しても
らうため、平成27年10月14日、JACIC内で顧問弁護士に
よる制度説明会を開催いたしました。

当日はJACIC本部に勤める職員約50名が参加し、積極
的に質問が出るなど、マイナンバーに対する関心の高さ
を感じることができました。

マイナンバー制度説明会

平成28年1月から実際にマイナンバー制度の運用が始
まりますが、勉強会を通じ、情報を扱う事業者としてマイ
ナンバーを厳格に取り扱う必要性を強く感じたところです。

　（総務部次長　西川淳）
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