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1.　人を超えるAI 
本年に入り囲碁において、コンピュータとプロ棋士が

対戦し、コンピュータが勝ったという話題がありました。
AIの性能向上に注目が集まっています。この分野の第一
人者の話を参考に、解説を加えて本記事を執筆しました。

2.　AIの歴史
1956年に初めて人工知能（Artificial Intelligence）と

いう言葉が出現しました。AIで問題を解くには、スター
トから分岐をたどってゴールに着くような表現をコン
ピュータに与えています。

 

図1　組み合わせ図

例として、囲碁では手を動かす前に、コンピュータの
メモリ上で勝敗がつくまで何手も先に碁盤を作ります。
メモリ上では図1のような方法でスタートからゴールま
で、枝分かれのように広がっている組み合わせ図を表現
していきます。囲碁では碁盤の組み合わせ数が10の360
乗と言われています。コンピュータのメモリ上に全ての
碁盤の組み合わせを表現できないため、不利な手を省略
して、碁盤の組み合わせ数を減らしていきます。この「数
を減らす」方法でも、かつてメモリと時間の限界があり
ました。

2010年頃までは上記のような大量の組み合わせ数を扱
いきれないため、AIの根本的な発達がなく、進化は一
定程度に留まっていました。一方、基本的な機械学習の
開発は進められていました。この2つの流れがディープ
ラーニングにつながっています。

3.　AIの性能向上にどのような要因があったか
2010年を過ぎた頃からはインターネットの発達によ

り、インターネット上にデータが蓄積され、それにコン
ピュータの能力を結合する方法が開発されました。

具体的にはインターネット上に存在するビッグデータ
を収集し、人間の脳に似せた処理（ディープラーニング）
を行う方法です。

4．ビッグデータ
ビッグデータの対象とその応用例としては、以下の2

つがあります。
①多分野に存在する文字や画像。例として
　�パソコンの日本語変換ソフトの辞書精度向上、顔認識
の精度向上です。

② 特定の事象に関する結果や推移の情報、例として
　 音声認識の精度向上、将棋や囲碁の勝敗判定の精度向
上です。

5.　ディープラーニング
ディープラーニングでは、コンピュータのメモリ上に

図2のような神経をまねたプログラム層を積み重ね、認
識させたい対象の学習をすることにより、知識と経験を
積み重ねていきます。学習には上記のビッグデータを用
います。

 

図2　神経をまねた層

6.　建設分野での応用
建設分野では少子化や熟練技術者の減少等の課題解決

にビッグデータやディープラーニングといったAI技術
の適用が期待されます。

例えば、橋梁やトンネルの点検画像から補修を必要と
する部位を特定する、または建設機械やドローンの運転
にAIを応用するなどがあります。

参考：東京大学大学院 工学系研究科
　　　技術経営戦略学専攻 准教授 松尾豊氏の資料
URL: http://www.soumu.go.jp/main_content/000400435.pdf
URL: http://www.gdep.jp/seminar/20150526/DLF2015-
01-MATSUO.pdf

（システムエンジニアリング部　桔梗靖之）

AIの進化
─なにがおきているのか─

ニュースと解説

http://www.soumu.go.jp/main_content/000400435.pdf
http://www.gdep.jp/seminar/20150526/DLF2015-01-MATSUO.pdf
http://www.gdep.jp/seminar/20150526/DLF2015-01-MATSUO.pdf
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JACIC便り

1．これまで
当財団では、建設分野における生産性の向上を図るべ

く、各種建設情報システムのサービスを提供させていた
だいています。あわせて「JACIC情報」、「JACICニュー
ス」の発行や、JACICセミナーの実施など、建設情報に
関する情勢や当財団の取り組みなどを皆様にお届けさせ
ていただいています。

これまでは、このような当財団の取り組みに対するご
意見・ご要望をお聞かせいただくために、ホームページ
に「ご意見・お問合せ」ページを設けた他、各システム
の紹介ページ等に「お問合せ」コーナーを設けて、個々
のご要望に対して個々にご返答させていただく形をとっ
てきたところです。

 
（例）�コリンズ・テクリスシステム関係の「お問合せコー

ナー」

2．30周年記念事業における賛助会員さまへのご訪問
一方、昨年は当財団設立30周年として各種記念事業に

取り組ませていただきました。その一環として「JACIC�
news�No.321」等でお知らせしたとおり、永年当財団の
取り組みにご理解、ご支援をいただいている賛助会員の
皆様方を訪問し、永年のご支援へ御礼を申しあげるとと
もに、当財団の取り組みに関するご意見・ご要望をお聞
きしたところです。

その結果、当財団の取り組みに関して「引続き建設情
報システムの分野で先導的な役割を果たしてほしい」等

たくさんのエールをいただくとともに、当財団の建設情
報システムや情報提供サービスなどに多種多様なご意見
をいただき、改めて当財団への期待の高さと、ご意見・
ご要望に関する当財団の取り組み状況について広く皆様
方にお知らせさせていただくことが必要なことを痛感し
たところです。

3．実施状況等のHPへの掲載
今般、皆様からお寄せいただくご意見、ご要望に関す

る「実施状況等」と、「よく頂くご質問」について、HP
の「ご意見・お問合せ」ページに、5月末から掲載をは
じめさせていただきましたので、ご覧いただければ幸い
です。今後、毎月末に掲載内容を更新していく予定にし
ています。なおご意見、ご要望のうち、発注者さまに関
するご意見などについては当財団としては「発注者様に
ご要望内容をお伝えする」ことになる他、十分お応えで
きないご要望もありますが、当財団としても利用してい
ただく皆様のご期待に沿えるよう、引き続き取り組んで
まいりますので、ご理解を宜しくお願いいたします。（下
図：HPへの掲載イメージ図）

4．その他
今回、賛助会員様から直接ご意見をお聞きしたことを

契機に、HP掲載の取り組みを始めさせていただくこと
としました。当財団にご関心のある皆様におかれては、
ぜひ賛助会員へのお申し込みをいただきたく、下記へ問
合せ、もしくはHPの「賛助会員について」ページをご
覧いただければ幸いです。

お問合せ先：　TEL：03-3505-2981
　　　　　　　E-mail：qa_sanjo@jacic.or.jp　
主な特典内容：「 JACIC NET利用料金を賛助会員１口

あたり40%割引」など
（経営企画部　部長　宮川勇二） 

JACICにいただくご意見・ご要望について

ＨＰの「ご意見・お問い合わせ一覧」

問い合わせ先 情報・サービス内容

ご要望の
実施状況等

掲載

よく頂く
ご質問

掲載

コリンズ（工事）への登録等、操作方法について【企業】

ＰＤＦ －テクリス（業務）への登録等、操作方法について【企業】

コリンズ・テクリス検索 コリンズ・テクリス検索システムの利用について【公共機関】

・ ・ ・ ・ 
・ ・ ・ ・ 

新たに設けた掲載欄 
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情報技術が社会に幅広く浸透したことで業務処理に必要な文書や各種資料は、ワードやエクセルを始めとしたパソコ
ン上のアプリケーションで作成されることが一般的となりました。また、e-文書法やそれに続く各法令の改定により、
電子文書（最初からコンピュータ等で作成した文書）に併せて電子化文書（紙文書をイメージスキャナ等で電子化した
文書）での保存が容認され、文書ライフサイクルは電子データによるペーパレス化に移行しつつあります。これら文書
ライフサイクルの変化へのJACICでの取り組みをご紹介します。 

JACIC便り

JACIC業務のペーパレス化の推進

1．これまで
JACICでもこれまでペーパレス化に取り組んできまし

た。会議ではタブレットの活用により共有フォルダーに
格納した電子データを閲覧し、その電子データに対して
自身でコメント記入が自由に出来る環境を整えました。
ま た、 基 本 的 な 定 型 業 務 やJACICの 採 用 し て い る
ISO9001に係る処理については、Webシステムとして構
築した電子的なワークフロー（JACIC業務管理ステム）
にてペーパレスとしています。 

2．非電子文書処理の部分
なお現在においても、一部汎用の決裁書を用いて臨機

に都度行う処理や旅費請求等の支払いに関わる処理に関
して、電子で作成しながらもその後プリントアウトし、
紙決裁としての処理が継続されているものがあります。
汎用決裁では、その内容によって決裁者や合議者が変化
し、また説明を附しての持ち回りを要するなど定型的
ワークフローとしづらいことや、支払い処理では領収書
の添付など原本確認を兼ねていることなどに起因します。

3．非電子決裁の電子化
JACICでは、これら残された非電子決裁の電子での実

施と完結について、これまでの紙決裁の状態をなるべく
踏襲した形での軽易で簡便なワークフローの実現を検討
し、また将来の業務管理システムへの機能吸収も視野に
入 れ た 補 完 ツ ー ル と し て 富 士 ゼ ロ ッ ク ス 社 製 の

『DocuWorks』を活用することとしました。　
これはすでに複合機用FAXのペーパーレスビューア

として一部の部署に導入済みであったものです。 

4．DocuWorksの活用
『DocuWorks』は、電子文書と電子化文書の一元管理

が可能で、それら文書の束ね・ばらし・書き込みなどが、
PCデスクトップ上のビューアにより、あたかも机上で
紙を扱う感覚で操作出来ます。それらをデスクトップ上
に配置したトレイに対して決裁箱に紙文書を移動させる
手軽さで軽易な電子決裁ワークフローが実現出来ます。
　これはシャチハタの提供する電子印鑑（電子証明書付）
との連携により確実で安全な原本性を確保した決裁が可

能となっています。また、基本
機能としてコピー機の出力確
認ビューアとしての利用による
コピー枚数低減など通常業
務での活用も期待できます。

これらペーパレス化の一
方で、従来の紙文書には誰も
がツールや装置を使うこと
なく文書等の表現物をただ
ちに閲覧できる利点があり
ます。JACICでは、これら利
便性にも留意しつつ、試行錯
誤し適切な電子化を目指して
いきたいと考えています。

（経営企画部　参事　宮崎一光）



- 4 -

2016.7月号

JACIC便り

JACICは、9月8日名古屋にてJACICセミナーを、下記のとおり開催します。中部地区におけるJACICのセミナーとし
ては、平成22年に「社会基盤情報標準化セミナー」を開催して以来6年ぶりです。

記

　　　　○日　時：平成28年9月8日（木）13：00～16：10
　　　　○場　所：愛知産業労働センター「ウインクあいち」　9階　902大会議室
　　　　○テーマ：インフラの維持管理2016
　　　　○定　員：150名（無料）
　　　　○CPD　：建設CPD協議会ポイント3.0　測量協会3.0

JACICセミナー「インフラの維持管理2016」９月名古屋にて開催

テーマ等 講演者等 時間割
開会挨拶 JACIC　理事　坪香　伸 13：00～13；10

１ 「次世代社会インフラ用ロボット開発・導入検討会」の取り組み 国土交通省公共事業企画調整課
係長　中根　亨 13：10～13：40

２ 建設プロセスへのICT導入による生産性向上の取り組みについて 中部地方整備局企画部総括技術
検査官　小林敬司 13：40～14：10

３ 地域の実情に応じた橋梁点検の取り組み～島根プロジェクト～ 島根県土木部　主任　石倉英明 14：10～14：40
休憩 14：40～15：00

４ 高速道路資産の維持管理・更新とスマートメンテナンス化について NEXCO東日本　管理事業本部
課長代理　津田剛彦 15：00～15：30

５ JACICのCIMに関する取り組み JACIC研究開発部　次長　小路泰広 15：30～16：00
閉会挨拶 JACIC中部地方センター長　中川義治 16：00～16：10

※参加申し込みは、右のサイトより　　　http://www.jacic.or.jp/jseminar2016/jseminar2016_02.html

JACICは、10月５日東京にてJACICセミナーを、下記のとおり開催します。テーマは「CIMをめぐる展開～最新の情
勢と標準化の動き～」です。

記

　　　　○日　時：平成28年10月5日（水）13：00～16：30
　　　　○場　所：平河町「海運クラブ」2Fホール
　　　　○テーマ：CIMをめぐる展開～最新の情勢と標準化の動き～
　　　　○定　員：150名（無料）
　　　　○CPD　：建設CPD協議会ポイント3.2　測量協会3.0

テーマ等 講演者等 時間割
開会挨拶 JACIC　理事長　門松武 13：00～13；10

１ 「CIM制度検討会」と試行プロジェクトの概要 国土交通省大臣官房技術調査課室
長　岩𥔎　福久 13：10～13：50

２ ICT土工の進化とi-construction 国土交通省公共事業企画調査課施
工安全企画室長　宮武一郎 13：50～14：30

休憩 14：30～14：50
３ BuildingSMARTの標準化活動 IAI日本技術委員長　足達嘉信 14：50～15：20

４ 八千代エンジニアリング㈱のCIMに関する取り組みについて 八千代ｴﾝジﾆｱﾘﾝグ㈱情報推進本部
情報技術部　部長　藤澤泰雄 15：20～15：50

５ JACICのCIMに関する活動 JACIC研究開発部次長　小路泰広 15：50～16：20
閉会挨拶 JACIC理事　青木敏隆 16：20～16：30

※参加申し込みは、右のサイトより　　　http://www.jacic.or.jp/jseminar2016/jseminar2016_03.html

JACICセミナー「CIMをめぐる展開」10月東京にて開催

（経営企画部　次長　河内康）

http://www.jacic.or.jp/jseminar2016/jseminar2016_02.html
http://www.jacic.or.jp/jseminar2016/jseminar2016_03.html
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平成28年2月27日（土）～3月2日（火）にかけて開催さ
れた「Velo-city Global 2016 in Taipei（世界自転車まち
づくり会議台北大会）」に参加し、自転車インフラ整備
へのCIMの活用に関する発表をしてきましたのでご報告
します。

1．Velo-city台北大会の概要
Velo-cityは、自転車環境や政策などについて討論する

世界最大の国際会議です。1980年にドイツのブレーメン市
で開催されて以降、欧州自転車連盟（European Cyclistsʼ 
Federation：ECF）の主催により、欧州にて毎年開催さ
れてきました。その後、「VELO-CITY GLOBAL」とし
て偶数年は欧州域外の都市で開催されるようになり、
2016年はアジアで初めて、台湾の台北市にて開催されま
した。

世界各国の研究者や政治家、行政担当者や市民団体な
どが一堂に会し、講演やパネルディスカッションなど、
様々な形式で発表や討議が行われました（図-1）。

最新の機材やインフラなどの展示や、数千人が参加し
て街中を走り抜けるバイクパレードなどのイベントも開
催されました（図-2）。 

2．発表の概要
今回の発表概要を表-1に示します。

表-1　発表概要
発表形式 ポスターセッション（ポスター展示と口頭説明）

発表題目

Applying CIM for Improving Cycling 
Infrastructure in Japan 

（ 日本における自転車インフラ整備へのCIMの
適用）

発表要旨

自転車通行空間計画へのCIM適用の全体像や、
交差点空間設計、自転車走行シミュレータなど
の具体事例を紹介するとともに、今後の適用の
可能性やあり方（イメージ）を提示。 

自転車には、路面表示、標識や信号などを3次元的に
認識し、瞬時に判断しながら通行するため、自転車利用
者に与える情報を適切に選別・配置することが極めて重
要です。そこで、3次元モデルを活用して自転車通行空
間の計画・設計を効率的かつ効果的に実施する可能性を
提示する内容としました。

3．おわりに
自転車に関する世界最大の国際会議でCIMの可能性に

ついての発表ができたことはよい機会でした。他の発表
を聴講したら、ICTの活用など関心が高いことがわかり、
参考になりました。今後もCIMの幅広い活用可能性につ
いて、研究内容の世界への発信やディスカッションの機
会をつくっていくことが重要だと感じました。

（研究開発部　次長　小路泰広）

CIMコーナー

「Velo-city Global 2016 in Taipei」参加報告

図-1　講演やディスカッション

図-2　展示やイベント

図-3　ポスター発表の様子
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1．EE東北’16
6月1日、2日の2日間、「EE東北ʼ16」が夢メッセみや

ぎにおいて開催されました。EE東北は、復興を支える
建設技術を紹介し、建設関連分野に関わる新材料・新工
法などの出展により、その普及促進を図り、良質な社会
資本の整備を通じて地域の発展に寄与することを目的と
しています。平成2年度から開催されており、今回が26
回目の開催となります。

JACICでは「EE東北ʼ16」に出展するとともに後援し
ましたので、その概要を報告します。

2．開催状況
今回のテーマは「広げよう新技術つなげよう未来へ」

として、①復旧・復興、②施工段階、③維持管理・予防
保全、④建設副産物・リサイクル等、⑤防災・安全等、
⑥その他共通の技術分野の6つのジャンルに分かれ、出
展社数304社（出展技術数832技術）となりました。技術
分野においては、「復旧・復興」に関する新技術をはじめ、

「維持管理・予防保全」関係が279技術で、一番多い分野
でした。

各出展者ブースでは各社の新技術についての説明・実
演が行われ、会場内では行政や企業、学校関係者も多く
見学に訪れていました。大学展示もあり、産学官一体と
なった技術展でした。

また展示だけではなく、51技術による新技術プレゼン
テーションや普及が加速化しているUAV（ドローン）
による空撮・測量技術を競うUAV（Unmanned Aerial 
Vehicle）競技会なども行われていました。

さらに今回は、国土交通省が推進するi-Construction
を、35社の展示ブースの中央上部に i-Con と表示し
i-Construction推進をPRしています。当然JACICブース
も掲示されました。「主催者の発表では、二日間で過去
最多の延べ14,200人の方が来場しました。また、JACIC
展示ブースへの来場者も約800人の方々が来場していた
だきました。

3．JACICの出展状況
JACICは、次の3つのシステムについて、パネル展示

やパンフレット配布によって紹介しました。さらに、災
害現場の模型や実際にパソコンから各システムの操作、
解説するなど、分かり易い説明を行うよう心がけました。
・Photog-CAD

災害復旧事業費の申請書類の作成を迅速に行うことが

できるソフトウェア
・CIM
　 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推進システム
・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

写真-1　説明状況

会場内において、新技術プレゼンテーションとしてパ
ソコンにより説明を聞き、｢これは便利だ。｣「もっとピー
アルすべきだ。」「CIMを学びたい。」などの意見を伺い
ました。

展示ブースには、用意していたCIM、Photog-CADな
どのパンフレット500枚が無くなるなど、行政から業界
関係者まで幅広い方々にご来場いただきました。東北地
方センターの職員と各システムの担当者が来場者に説明
を行い、多くの方々にJACICが提供しているシステムに
関心を持っていただけた展示会となりました。

写真-2　JACICの展示ブース

（建設副産物情報センター　センター長　高橋克和）

「EE東北’16」への出展報告 
JACIC便り
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中国地方センターの前回報告（2015.10月号）以降の
主な活動状況についてご紹介します。

■CIM、Photog-CAD講習会の開催
中国地方センターは講習会の開催等によりCIM、

Photog-CADの普及拡大を積極的に取組んでいます。
中国地方センター主催でパソコンを使用した実践形式

の講習会を下表のとおり実施しました。
自治体、建設会社、コンサルタントの職員、215名の

方に受講していただきました。　

月日 講習会名称 講習内容 場所 参加
人数

11.18 Photog-CAD 体験講習会 Photog-CAD 浜田市 16 名

12. 7 CIM 体験講習会 Photog-CAD
3 次元 CAD 広島市 36 名

1 .22 Photog-CAD 体験講習会 Photog-CAD 益田市 12 名
2 .18 Photog-CAD 体験講習会 Photog-CAD 江津市 20 名

5 .12 CIM 体験講習会 Photog-CAD
3 次元 CAD 岡山市 24 名

5 .17 CIM 体験講習会 Photog-CAD
3 次元 CAD 山口市 28 名

5 .26 CIM 体験講習会 Photog-CAD
3 次元 CAD 倉吉市 38 名

5 .27 CIM 体験講習会 Photog-CAD
3 次元 CAD 松江市 41 名

益田市での講習会の様子

そのほか、（一社）鳥取県測量設計業協会、（一社）島
根県測量設計業協会主催の講習会でCIM、Photog-CAD
の紹介、（一社）島根県土木施工管理技士会浜田支部主
催の講習会でCIMの紹介をさせていただきました。

■「建設技術フォーラム2015in広島」への出展
11月26日（木）、27日（金）の2日間、広島市南区比治

山本町の県立広島産業会館で「建設技術フォーラム
2015in広島」が開催されJACIC中国地方センターが出展
しました。

会場では、「エコ・イノベーションメッセ2015in広島」

「脱・温暖化フェア2015inひろしま」が同時開催され官庁、
企業、団体、大学等が出展し、2日間で約5,000人の来場
者で賑わいました。

オープニングセレモニーでは広島県副知事、中国地方
整備局長の挨拶と関係者のテープカットが行われました。

JACICの展示ブースでは、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
ション等を行いました。JACICの展示ブースへのご来訪
者は2日間で昨年に比べ15%増の約270名でした。みなさ
ん熱心に説明を聞いていただきました。

■JACIC設立30年記念セミナーin広島の開催
JACIC30周年記念事業の一環として、平成28年1月27

日（水）広島のリーガロイヤルホテル にて「JACIC設
立30周年記念セミナーin広島」を開催しました。

参加人数は定員を超える291名と盛況でした。
セミナーのあと、中国地方の「JACIC賛助会員」の皆

様14社との意見交換会を行いました。
JACICの事業に対する忌憚のない多くの意見や要望を

聞くことが出来ました。

（中国地方センター　センター長　安達久仁彦）

地方便り

中国地方センター活動報告
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熊本地震に対するJACICの支援メニュー

JACIC事業モデル図の更新

今年4月におきた熊本地震に対して、JACICは東日本大震災の時と同様に、一部無料貸し出し等を含めた以下のよう
な支援策を決定し、5月中旬からホームページ上で公表しています。

　　http://www.jacic.or.jp/etc/jacic_shiensaku.pdf

「JACIC事業モデル図」とは、JACICホームページのトップに掲げてある図で、JACIC全体の事業をシンボル的に示
した図です。今回6年ぶりに、このJACIC事業モデル図を改訂しました。これまではギリシャのパルテノン神殿を模し
たモデル図でありましたが、これを右のような「プラネット」型に変更しました。それぞれの衛星は、各事業・テーマ
のページに飛ぶようにリンクされています。

また、この事業モデル図は、「JACIC事業概要」パンフレットの1ページ目にも出て来るマークですが、これも今夏の
改訂から順次変更していく予定です。http://www.jacic.or.jp/jacic-hp/index.php

情報サービス名 支援内容 連絡先
コリンズ・テクリス ・ 震災地域の公共工事（業務）発注機関（市町村）を対象として、

コリンズ・テクリスの無料利用サービスをご利用できますので、
詳しくはヘルプデスクにご相談ください。（平成29年3月まで）

　 また、コリンズ・テクリスで操作にお困りの場合には、ヘルプデ
スクにて承ります。

コリテクセンター
電話03-3505-0452

電子入札コア・システム ・ 電子入札コアシステム購入団体からの技術的なお問い合わせにつ
いては電話で対応します。

システムエンジニアリング部
電話03-3505-0478

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

・ 震災地区における市町村・特別区（政令市を除く）公共工事発注機
関を対象とした無料利用サービスを行います。（平成29年3月まで）

建設副産物情報センター
電話03-3505-0410

積算システム ・ 復旧に向けた積算業務に対して、インターネット環境があれば何
処からでも積算できる「JACICWeb版土木積算システム」を提供
します。

積算システムセンター
電話03-3584-9510

Ｐhotog-CAD ・無料貸し出しします。操作者の派遣も行います。 システムエンジニアリング部
電話03-3505-2924

その他 ・関係部署と連携して他の支援方法も考えていきます。 研究開発部
電話03-3505-0438

同時にまた、九州地方センターを通じて、各市・町を見舞い訪問をしながら、上記のサービスを提示しました。結果、
一部の市町において「建設副産物システム」を使って頂くなどの結果が出始めています。

（経営企画部　次長　河内康）

（経営企画部　次長　河内康）

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