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第32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12月9日

（水）、TKP赤坂駅カンファレンスセンターにて開催さ
れ、2015年度活動の中間報告等が行われました。

第32回委員会

1．2015年度の中間報告
2015年度における組織体系は、下図に示す通り、特別

委員会と4つの小委員会が設置され、各検討テーマに沿っ
た標準化に係る検討が進められています。

今回の委員会では、特別委員会と各小委員会の活動状
況について報告が行われました。

図 1　2015年度 標準化委員会　組織図

（1）特別委員会
＜皆川勝委員長（東京都市大学）＞
以下の4つのテーマについて検討しています。
・ 公共事業における3次元データを含む情報の活用イ

メージの整理
・モデル詳細度の考え方
・モデルデータの表現方法
・納品等データ形式

（2）社会基盤COBie検討小委員会
＜藤澤泰雄小委員長（八千代エンジニアリング㈱）＞
3次元モデルに関する情報交換の標準化に向け、昨年

度から検討を行っています。現在は、対象構造物をトン
ネルに絞ったCOBie案の作成および実装検討を進めてい
ます。

（3）道路設計モデルの実務適用検討小委員会
＜古屋弘小委員長（㈱大林組）＞
昨年度までの小委員会の成果である道路設計モデルに

ついて、実務への適用検討をテーマとしています。現在
は、検討の方向性を確認しています。また、building 
SMARTの国際会議へ参加し、他国と意見交換を進めて
います。

（4）橋梁モデルIFC-Bridge検討小委員会
＜田中文基小委員長（北海道大学）＞
橋梁プロダクトモデルの標準化検討および国際標準で

あるIFC-Bridgeの開発をテーマとしています。現在は、
IFCや橋梁モデルの現状について取りまとめています。
また、buildingSMARTの国際会議へ参加し、他国と意
見交換を進めています。

（5）地質地盤情報電子データ標準化小委員会
＜福江正治小委員長（東海大学）＞
昨年度作成された「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　平成27年6月」
に対応した電子納品要領（案）改定原案を検討していま
す。

2．今後の活動予定について
3月上旬から、2016年度小委員会の検討テーマについ

て公募を開始します。
次回の社会基盤情報標準化委員会は平成28年6月30日

（木）に開催し、2015年度の小委員会活動成果に対する
審議と応募された検討テーマの審議を行う予定です。

○委員会HP：http://www.jacic.or.jp/hyojun/

（研究開発部　技師　庭田敏行）

第32回「社会基盤情報標準化委員会」の開催
～ 2015年度活動中間報告および今後の委員会予定について ～
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建設生産システムへのICTの積極的導入が言われてき
ている。3年前から始まったCIM、今年度から始まった
i-Construction もその一環である。

そこで建設生産システムへのICTの導入について少し
述べることとしたい。

○ 建設生産システムにおいて作成される情報は全て電子
情報として生成されている。
建設生産システムにおいて、情報が生成された段階で

は全て電子情報である。
つまり、文書、表、図面などのどれをとってもword,exel.

CADなどのソフトを使用してパソコンで作成される。
従ってその生成直後は全て電子情報である。電子情報は
インターネットなどのネットワークを通じて好きなとこ
ろに伝達でき、保存できる。特に保存については、ネッ
トワーク上のどこにあっても各ユーザが必要に応じて自
由に取り出せ、追加の情報等を必要に応じて適当に保存
できるのであれば、ネットワーク上のどこにあっても問
題ないことになる。このことは、従来からよく使われる
言葉としての「文書の電子化」とか「情報の集約化」と
いう言葉が意味をなさないことをしめしている。

○ 障害は電子情報をプリントアウト(紙化）して、それ
を流通させることである。
電子情報をそのまま伝達したり、変更したり、保存し

たりして情報を流通させることは簡単にイメージするこ
とができる。この過程の中で電子情報がプリントアウト
され、それが変更されたり、紙媒体のまま本棚に保存さ
れたりすると、電子情報の流通とは異なる紙情報の流通
が存在することになる。これは情報の一元管理並びに情
報の円滑な流通を阻害する要因となる。まして紙情報の
方を主たる情報媒体であるとすると、その混乱はさらに
増幅され、電子情報の流通を停止させることとなる。電
子情報をプリントアウトすることは会議や、広く周知す
るため必要な場合があるが、その紙情報を改変、保存な
ど情報として流通させることは控えることが必要であ
る。情報の改変、保存をするのであれば、元の電子情報
において行うことを原則とすれば混乱はないものと考え
る。つまり、電子情報を流通するときの障害は、電子情
報を紙化しそれを流通させることである。

○3次元モデルの導入は電子情報の流通を促進する
3次元モデルは電子情報でしか使用できない。紙化す

ると2次元情報になりその効用はなくなってしまう。従っ
て3次元モデルは電子情報そのものである。これを他の
電子情報と関連づけることはきわめて容易である。一方、
紙化された情報は、3次元モデルである電子情報に関連
づけるためには、今一度電子情報に変換して関連づけを
する必要がある。

3次元モデルを建設生産プロセスに積極的に導入する
ことは、電子情報を主体とする建設生産プロセスの情報
管理を促進する。

○ 仮想的には大きな丸テーブルに着席して作業をするよ
うなものである
電子情報がネットワークのどこにあろうと、ユーザが

どこからアクセスしようと利用可能と言うことを仮想的
なイメージとして説明する。

仮想的に大きな丸テーブルを考える。一人のユーザが
これに着席する。これは、その人がパソコンのしかるべ
きサイトにログインすることに相当する。次にそのテー
ブルには作業に必要な情報が用意されている。ユーザは、
テーブルにある必要な資料を取り出す。これはユーザが
パソコンで検索していることに相当する。次にユーザは
取り出したデータを使ってテーブル上で創造的な作業を
する。これはユーザがディスプレー上で必要な作業をす
ることに相当する。その作業が終わると必要に応じてそ
れをテーブル上の適当な場所に格納する。これはパソコ
ン操作としては適当なところにファイル保存することに
相当する。全ての作業が終われば退席する。これはその
サイトからそのユーザがログオフすることに相当する。

この作業の途中で紙情報を必要とすることもあるかと
思われる。このとき紙化したものをそのまま使用するだ
けであればよいが、その紙情報を元にして変更等を行う
場合は元のテーブルに戻って、つまり元の電子情報に
戻って、そのテーブル上で変更作業をすることが重要で
ある。これによって紙情報を流通させることを排除する
ことができる。

○ 丸テーブルに着席した者同士で議論、検討作業をする
ことが可能である
ネットワークを通じてそのときにそのサイトにログイ

建設生産システムにおけるICT
JACIC便り
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ンしている者同士で意見交換をすることができる。それ
は着席したものがテーブルを挟んで議論するイメージで
ある。このためのソフトもすでに存在し、活用されている。

○このテーブルにはどこにいても着席することができる
前述してきたとおり、このテーブルにはどこにいても、

たとえば建設現場にいても事務所にいても、あるいは外
国にいても、ネットワークにアクセスさえできればこの
テーブルに着席できて作業ができることとなる。

○ 現場の課題に対して必要な叡智を結集して解決するこ
とができる。
たとえば、ある建設現場で重大な課題が発生したとす

る。このとき現場から技術者がネットワークにアクセス
し、テーブルに着席することを考える。現場の状況、必
要な情報をテーブル上に開示して、他の着席している専
門技術者と対策を検討して問題解決をはかることができ
る。たとえ、必要な専門家が各地に分散していたとして
も、このテーブルに着席すれば現場の情報を元に議論し
て、問題解決を図ることができる。限られた人的資源で
あっても叡智を結集して問題に当たり、実際の現場の状
況に直接即して検討を行い得ることとなる。

○ 丸テーブルは拡張したり、複数のテーブルを連携させ
ることができる
以上述べてきたテーブルについて今一度みてみる。仮

想的にイメージしたテーブルの上には資料、文書、情報
などがある。これはデータベースである。また、テーブ
ルの上には作業に必要なツールもある。たとえば、図面
を作るためのCADソフトや、テーブルについた人たち
が議論するためのコラボレーションツールなどである。
テーブルに着席した人は、これらの情報やツールを使っ
て必要な作業や検討を行い、できあがった結果を必要に
応じて資料の一部としてテーブル上のしかるべきところ
に格納する。あるいは作業により資料の一部に変更が必
要なら既存情報の変更を行う。

また、一つのテーブルに着席できる者を制限すること
もある。着席できても閲覧または活用できる資料を人に
よって制限することもできる。また、資料の変更につい
ても、特定の人にのみ認めることができるようにするこ
ともできる。

テーブルは目的によって設定できる。また、目的の拡
大などによって参加可能な人を増やすとか、資料等を拡
大するなどのテーブルの拡張はあり得る。また、複数の
テーブルを統合することもできる。あるいは、テーブル
上の資料の一部を複数のテーブルが共有するなどの連携
も可能である。

○ どのようなテーブルを作るか、それらをどのように連
携させるかということが、一つのプロジェクト、一つ
の組織にとって重要な課題となる
仮想的に考えた丸テーブルは、たとえ人的資源や情報

が分散していても、仮想的な丸テーブルに着席して、テー
ブル上の資料を基に創造的活動をし、必要に応じてテー
ブルに着席した他の人と議論をして解決策を求めること
ができる。

建設生産システムへのICTの積極的な導入により、も
たらされる状況は、このようなものではないだろうか。

どのようなテーブルを設定するかと言うことが問題で
ある。目的を明確にして、それに合うようなテーブル設
定が求められる。さらに、複数のテーブル設定も可能で
あり、それらを連携させることもできる。またそれらに
関わる人についての制限をすることもでき、さらにこれ
らを全体として構築することが重要なこととなる

以上述べたように、分散する人的資源と情報をいつで
もどこでも集約して機能させようとする試みは、物作り
の現場ではすでに真剣に取り組まれているところであ
る。

建設生産プロセスへのICTの積極的な導入は、今始
まったばかりである。積極的な導入が図られることによ
り、建設生産プロセスの各現場にいる土木技術者が紙情
報の作成作業から解放され、これによって土木技術者の
現場に出る機会が増加し、建設事業でもっとも大事だと
される、現場を中心とした事業の進め方を実現できる。
さらに、丸テーブルを活用して現場に即した問題解決を
はかることができることによって、建設現場の安全性を
向上し、活力ある建設現場を構築することが期待できる。

（建設情報研究所長　理事　坪香伸）

JACIC便り
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JACIC便り

１．賛助会員制度

高度情報化という時代の要請を先取りして昭和60年に

設立されたJACICは、産官学と連携を図りながら、①情

報化の前提となる情報の標準化の推進 ②情報システムの

研究開発・情報提供 ③資源の循環利用による環境保全 

④建設分野における学術助成と振興 ⑤建設分野の国際

連携の推進など、建設分野の情報化に関する公益事業を

実施しています。賛助会員はこれらの活動に賛同してい

ただける、関係企業を募ったもので、年間一口5万円の

会費をいただき、公益事業の財源の一部に充当し、広く

社会に還元してきています。

２．賛助会員の特典

賛助会員には、機関誌JACIC情報（年2回発行）、建設

情報研究所研究発表会資料集（年1回発行）、研究助成事

業成果報告会資料集（年1回発行）を無料でお届けする

ほか、JACICNET利用料金の4割引き、JACIC主催行事

の案内送付などの特典を用意しています。

３．賛助会員の現状（図参照）

JACIC設立直後の昭和60年代には2,000口を超える会

員を擁した時期もありましたが、平成元年代は1,500口

前後で推移した後、公共事業費の減少などもあり、平成

10年代以降は漸減傾向が続いており、現在では600口余

りとなっています。このうち、3分の１以上が設立直後

からの会員であり、20年以上の会員歴を有する企業も8

割を超えています。

会員の業種としては、建設業が4分の3

を占め、次いで建設コンサルタント業が

2割弱となっているほか、IT関係企業も

含まれています。

会員の所在地としては、東京都を始め

とした関東地方が3割強に達しており、

北海道から九州に至るほとんどの都道府

県に分布しています。

また、会員の7割以上にJACICNETに

加入していただいており、特典を活用し

ていただいているところです。

４．賛助会員への訪問

今般、JACIC設立30周年を迎えるにあたり、永年にわ

たるご支援に対して感謝の意を直接お伝えするととも

に、記念行事の際に配布した記念品等も携えて、東京で

の記念行事開催以降に、職員が賛助会員企業を訪問して

います。これまでは対面してお話する機会も持たず、会

員各位の厚意に甘えてきたところですが、今回の訪問で

も、年度末の繁忙期にもかかわらず、丁重に応対してい

ただいており、JACICの業務に関する意見、要望等も幅

広くいただいているところです。ほとんどの会員が公共

事業の受注者で、コリンズ・テクリスを始めとする、

JACICの建設情報システムのユーザーでもあります。こ

の訪問を期に、賛助会員とは、公益事業への支援のみな

らず、JACICの業務のユーザーとしての関係でも、より

太いパイプを構築し、建設情報システムの一層の改善、

活用等に反映していく所存です。

５．賛助会員の募集

以上が賛助会員の概況ですが、趣旨に賛同いただける

企業等におかれては、入会申し込みをいただければ幸い

です。

http://www.jacic.or.jp/about/sanjo/sanjo.html　

　　　（経営企画部　部長　井山聡）

設立30周年を期にJACIC賛助会員を訪問
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図　JACIC賛助会員口数の推移（S60-H27）
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なぜ、「コンピュータウイルス」はなくならないか？
初心者コーナー

1．原理
現代のパソコンやスマートフォンは複数のプログラム

が協調して動作しています。それらは開発時に想定して
いない使われ方やデータを受け付けると、想定外の動き
となります。これら想定外の動作を利用して、コンピュー
タウイルスは感染・拡大していきます。さらに、メール
やホームページにコンピュータウイルスを忍ばせ、使用
者に分からないように動作させ、感染させる例も増加し
ています。

2．感染原因
現代のパソコンやスマートフォンは、大半のアプリ

ケーションやデータをネットワークから入手するように
なっています。さらに、ネットワークによって交換する
データの容量は、ネットワーク能力の向上とともに増加
傾向にあります。これらに小さなコンピュータウイルス
を忍び込ませても、分かりにくくなっています。

一方、パソコンやスマートフォンの基本ソフトウェア
のプログラムリスト行数は表1のようになっています。

表1．基本ソフトウェアのプログラムリスト行数
基本ソフトウェアの種類 プログラムリスト行数

Android 約 1,200 万行
Windows7 約 4,000 万行
Mac OS X 約 8,500 万行

出典：information is beautiful: Codebases Millions of lines of code
http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/million-lines-of-code/

表1にある全てのプログラムリストを読んで、セキュ
リティに関する不具合がないか確かめるには、時間やコ
ストを考えると、現実的な量ではありません。さらに、
日々、基本ソフトウェアは新しい機能が追加され、プロ
グラム行数は増加傾向です。都度、不具合が発見され、
緊急性があると分かったものから、開発会社では修正を
行い、更新を行っています。

3．新種の出現と拡散
何らかの利益を得ようとする悪意のある者は、新しい

コンピュータウイルスを作成し、データをのぞき見、利
益につながる情報を得ようとします。世界的には1秒間
に、数件の割合で新種のコンピュータウイルスが出現し
ていると言われています。また、コンピュータネットワー
クに負荷を与えて攻撃（DoS攻撃）の手段とする者は、
攻撃用コンピュータウイルスを広く感染させようとしま

す。これらは感染後、すぐにあやしい動きをせず、感染
先のパソコンやスマートフォンを増やそうとします

（ボットネット）。中には保存データを暗号化し、元に戻
すには金銭を要求するコンピュータウイルス（ランサム
ウェア）が出現しています。

図1．ランサムウェアの検体数
出典：総務省 平成26年版情報通信白書のポイント

図表4-3-2-17世界のランサムウェア検体数の増加状況
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/html/

nc143210.html

4．感染しないために
コンピュータウイルスに感染しないため、以下のよう

な対策をしましょう。
・ ウイルス対策ソフトウェアをパソコンやスマートフォ

ンに入れ、最新に保ち、定期チェックを実施する。
・ 基本ソフトウェアやアプリケーションを最新に保つ。
・ 正規ルート以外のアプリケーションをパソコンやス

マートフォンに入れない。
対策を行っても、コンピュータウイルスを感染させる

ために、心当たりのないメールの受信や見知らぬホーム
ページへ誘導される場合があります。不審なメールや
ホームページは閲覧しないようにしましょう。

また、どのようなコンピュータウイルスの感染例があ
るか、最新の動向についても情報を得るようにしましょ
う。参考に、情報提供元を以下にあげておきます。
（独）情報処理推進機構 セキュリティセンター
　URL:https://www.ipa.go.jp/security/
JPCERTコーディネーションセンター
　URL:http://www.jpcert.or.jp

（システムエンジニアリング部　参事　桔梗靖之）
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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　－本格的な維持管
理時代到来における情報共有に向けて－

地方共同法人日本下水道事業団　　東日本設計センター土木設計課
　　　　　　　　　　　　　副参事　　　辻　幸志  　

1．研究の背景と目的
下水道施設は、処理場施設、ポンプ場施設、管路施設

などにより構成されている。それらのストックは、処理
場施設が約2,200箇所、ポンプ場施設が約3,600箇所、管
路施設が約45万kmと膨大なものであり、適切かつ効率
的な運営・管理が喫緊の課題となっている。

日本下水道事業団（以下、JS）では、これら課題の解
決のため処理場施設とポンプ場施設へのBIM/CIM導入
に取り組んでいる。

これら施設は、工種が多岐にわたることから施工が複
雑になることが多い。また、機械・電気設備の構成割合
が高いことから維持管理に手間がかかり、さらに耐用年
数が短いことから改築・更新の必要性も高い。したがっ
て、BIM/CIM導入の効果が大きい施設といえる。

一方、処理場施設の運営・管理のためには設備管理台
帳が必須であるが、そのデータベース化率は40%程度に
過ぎない。また、点検・調査履歴等の維持管理情報が入力
されている設備管理台帳は30%程度にとどまっている。

このように設備管理台帳は有効活用されているとは言
いがたい状況にあり、その原因の一つが、維持管理初期
データ作成プロセスにある。設備管理台帳に登録するた
めに完成図書からデータを抽出・加工することになるが、
多くの費用と時間を要するプロセスとなっている。

そこで、JSがプロジェクトマネジメントのためのツー
ルとして開発・運用しているJS標準WBSを活用し、下
水道施設のプロダクトデータモデルを構築することとした。

プロダクトデータモデルを活用することにより、異な
るCAD間のデータ交換が円滑になるだけでなく、リレー
ショナルデータベース（RDB）との連携も可能になる。
2．研究内容

モデル構築には、プロトタイプによる開発と検証を短
期間で繰り返すことにより、モデルの精度を高めていく
スパイラルアップ・アプローチを、データの効率的な利
活用については、データ（属性）そのものに着目したデー
タ中心アプローチを採用した。

プロダクトデータモデルについては、事実上の国際標
準となっているIFCに基づき構築することにした。IFC4
の既存クラスを調査したところ、IfcBuildingElement、
IfcDistributionElementのサブタイプの最下層に不足す
るクラスを追加すればよいことが判明した。

しかしながら、現時点のBIM/CIMソフトウェアの実
装はIFC2x3であり、下水道施設用クラスが実装される
のは当分先になると思われるので、ここしばらくの対応
として独自のプロパティセットを作成することとした。プ
ロパティセットのデータ項目に際しては、発注仕様書や
設備管理台帳のデータ項目を参考に設定することとした。

建設から維持管理へのデータハンドオーバーについて

は、BIM/CIMソフトウェアから出力されるifcxmlファ
イルを中間RDB経由で設備管理台帳RDBに連携するこ
ととした。中間RDBは、システムの柔軟性や拡張性の
確保を狙いとして設置したものである。

IFC

3D

3D

3D

3D

3D

3D

3D

3D

図-1　3次元モデル化の手順

3．成果の活用
本研究開始時点で、下水道施設のプロダクトデータモ

デルは構築されておらず、本研究が本邦初の取り組みで
あった。

日本の下水道ストックは膨大でありモデルの適用範囲
は極めて大きい。また、施設・設備構成が類似している
水道施設や海外水事業への適用も期待できる。　

JACICでは、平成10年度から財団の設立目的に適合す
る研究に対し助成を実施しています。平成27年度には15
件の研究成果の報告があり、平成27年11月には「JACIC
設立30周年 研究助成事業成果報告会」を開催しました。
2月号より順次、研究成果概要を掲載していく予定です。

なお、報告書は、以下のURLに掲載しています。
http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html

（建設情報研究所　首席研究員　高橋忠）

図-2　最終沈殿池の状況

研究助成事業成果（H27年度報告）の概要（1）
JACIC便り
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東北地方センターがJACIC本部の方々と共同で、平成

27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。ここでは、実施しました活動のうち、「CIMに関

する勉強会」と、「JACIC30周年記念JACIC30セミナー 

in 東北」について報告しますとともに、来年度の活動

予定を日付順で紹介いたします。（表-1）

■CIMに関する勉強会【岩手県】
◇昨年10月15日盛岡市で東北地整及び盛岡市役所の担当

者を対象に開催しました。写真-1は、講師の熊本大学大

学院小林一郎教授の講演状況と、受講者の様子を示した

ものです。

■「JACIC30セミナー in 東北」
◇昨年11月26日仙台市でJACIC30周年記念事業の一環と

して、東北6県の賛助会員（86社）様とユーザー様を対

象に開催しました。セミナーは、「JACIC30 これまでの

30年、これからの30年」をテーマとして、表-2に示す4

講演を行いました。

写真-2は、外部講師の蒔苗耕司教授と渡辺豊社長の

講演の様子を、写真-3はセミナー会場の様子を示した

ものです。

写真-2　JACIC30セミナー外部講師の講演
 

写真-3　JACIC30セミナー会場

このセミナーの状況は、次のHPでご覧ください。

http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/index.html 

#tohoku

■平成28年度の主な予定
【EE東北’16に出展】
◇ 平成28年6月1日（水）、2日（木）に夢メッセ宮城におい

て開催されます「EE東北’16」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の

で、JACICブースにお立寄りください。

【東北地方コアシステムブロック連絡会議】
◇ 平成28年7月中旬に、仙台市内で、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28年8月9日（火）に、「仙台市情報・産業プラザ 

AER5階」において講習会を開催予定です。

今年から講習会場を変更し、定員を350名に増員しま

す。

■CIM、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

地方便り

東北地方センターの活動報告

表-1　平成27年度活動結果と28年度活動予定

写真-1　CIMに関する勉強会「CIMを学ぶ」の講演

表-2　JACIC30セミナー in 東北　プログラム
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JACIC情報113号の発行予告

平成28年度のJACICセミナー予定など

JACICの機関紙「JACIC情報」は年2回発行していま
すが、毎回建設情報に関するテーマをひとつ選び特集を
組んでいます。次回113号は「建設分野のロボット施工」
というテーマで、2月初旬に発行予定です。

その内容は、右記のものとなります。
「ロボット」の定義は、かなり曖昧なのですが、今回

の特集ではアンドロイド型（人の形に似せた）ロボット
ではなくて、「ロボット的なもの」をすべて含んだもの、
という意味合いで「ロボット施工」を考えます。そのた
め、情報化施工やUAⅤ（無人飛行物体）の応用に関し
ても「ロボット的」なものに含めて、特集をしています。
ご期待ください。

発行日にはJACICホームページのヘッドラインニュー
スでお知らせする予定です。

http://www.jacic.or.jp/jacic-hp/index.php

特集「建設分野のロボット施工」
1．巻頭言　　　立命館大学　建山和由教授
2．特別寄稿　　京都工芸繊維大学　澤田准教授
3．国土交通省の取り組み
　 ・総合政策局公共事業企画調整課
　 ・中部地方整備局企画部
　 ・国土地理院　　　ほか
4．民間の研究・事例から
　 ・コマツのスマートコンストラクション
　 ・コーワテックの災害復旧用ロボット
　 ・大林組の無人施工化への挑戦　ほか
公共調達コーナー
最近の話題から
地方センターコーナー
JACICニューズから

JACICは毎年多くの公益事業に取り組んでおります。
平成27年度は、11月の「JACIC設立30周年記念」関連

のセミナーを始め、多くの皆様にご参加いただきまして
ありがとうございます。平成28年度も以下のような行事
予定を計画しております。

4 月　研究助成事業の募集開始　（～ 6 月）
8 月　JACICセミナー1（海外プロジェクト関連）
9 月　JACICセミナー2（名古屋にて開催）
10月　JACICセミナー3（東京開催；テーマ未定）
11月　研究発表会および研究助成事業成果報告会

JACICセミナー1は海外プロジェクト関連について活
躍されている幾つかの機関の方を講師に迎える予定で
す。JACICセミナー2は、「インフラの維持管理」につい
て特集する見込みです。JACICセミナー3に関しては、
喫緊のテーマの中から選んでいこうと考えています。建
設情報研究所研究発表会と研究助成事業成果報告会は午
前・午後のプログラムにて1日の日程で行う予定です。
「社会基盤情報標準化委員会」は年2回程度開催すると

ともに、年度初めには小委員会テーマを募集する予定で
す。CIMに関しては海外調査に出るとともに、標準化も
視野に入れながら、「チャレンジ研修・CIM Soluthon」
などを続ける予定です。

RCCM資格試験準備講習会も例年どおり7月～8月全国
10か所で開催する予定で、6月初めには受講者の募集開
始をする予定です。

これらの動きについては、すべてJACICホームページ
にてお知らせをすることになりますので、その時期にな
りましたならば、ぜひ下記のサイトをご覧になってくだ
さい。http://www.jacic.or.jp/jacic-hp/index.php

また、「JACICニュースレター」というメールマガジ
ンを提供しています。毎月2回（1日・15日発行）で、
JACICホームページに掲載した最新の情報などをお知ら
せする仕組みになっています。ご関心をお持ちの方は以
下のサイトにて是非ご登録ください。
http://www.jacic.or.jp/books/newsletter/index.html

　　　　　（経営企画部　次長　河内康）

JACIC通信
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