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第33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28年6月30日

（木）、TKP赤坂駅カンファレンスセンターにて開催さ
れ、2015年度小委員会成果および2016年度小委員会応募
テーマの審議、特別委員会の活動状況報告、今後の標準
化委員会の活動内容の検討等が行われました。

図1　委員会開催の様子

 

1．�2015年度小委員会活動成果および2016年度小委
員会検討テーマの審議・選定

2015年度で活動を終了した社会基盤COBie検討小委員
会について活動成果を確認しました。また、2016年度小
委員会検討テーマとして、以下の1件が選定されました。
・ CIM利用時の3D部品およびLOD/LOIに関する標準化検

討 ＜杉浦伸哉小委員長（（一社）Civilユーザ会）＞
CIM推進のために必要な3 Dモデル（部品）の作成仕

様を標準化することで、誰でも簡単に安心して作成･利
用できるような環境整備を構築することを目指します。
また3D部品のLOD（Level of Detail：形）やLOI （Level 
of Information：仕様）といった属性情報をどのように
標準化するかを検討します。

この結果、今年度の活動は2015年度から継続のものを
含め、以下のとおり4小委員会の体制となりました。

表 1　小委員会一覧
番号 小委員会名

15－01 道路設計モデルの実務適用検討小委員会
15－02 橋梁モデルIFC-Bridge検討小委員会
15－03 地質地盤情報電子データ標準化小委員会
16－01 CIM3D部品に関する標準化検討小委員会

2．特別委員会の活動状況報告
特別委員会の皆川委員長より、2015年度の活動状況に

ついて報告がされました。主なものは次のとおりです。
① 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
CALS/ECの効果／課題（反省点）や諸外国の動向等

を踏まえ、公共事業における3次元データを含む情報の
活用イメージについて検討し、「CIMの全体像とロード
マップ（案）～品質が均一な公共施設をタイムリーに提
供するために～」として取り纏めました。
②モデル詳細度基準　　　　　　　　　　　　　　　　
　国内のCIM事業等で共通的に参照できるモデル詳細度
を定義した上で、モデル詳細度の考え方を明確にするこ
とを目的に検討を行い、主要工種ごとに詳細度（案）と
して取り纏めました。
③2016年度については、上記①②のブラッシュアップと

「プロセス全体でCIMモデルを情報共有するためのあり
方」について検討する予定です。

3．今後の標準化委員会の活動内容について
小委員会のあり方や国際標準化への対応等について議

論が交わされました。
次回は、平成28年12月20日（火）に第34回委員会を開

催することとしています。
標準化委員会に関連した活動状況は、標準化委員会

ホームページをご確認ください。
○委員会HP：http://www.jacic.or.jp/hyojun/

（研究開発部　主任研究員　小池裕之）

第33回「社会基盤情報標準化委員会」の開催
～2015年度小委員会成果、2016年度応募テーマ審議および今後の委員会活動について～

ニュースと解説
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はじめに
平成28年5月、内閣官房国土強靱化推進室が取りまと

める「国土強靱化（民間の取組事例集）」にPhotog-CAD
が掲載されました。冊子の168ページに「危険な場所で
も測量できるデジカメを利用した3次元測量と復旧業務
支援」として紹介されました。内閣官房のホームページ
にある「国土強靭化（民間の取組事例集）」のURLを以
下に示します。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/
h28_minkan/

Photog-CADに関する主な記載内容は以下の通りです。

（Photog-CAD開発の狙い）
「（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）は、査

定設計書を始めとした災害復旧事業に係る申請書類を迅
速に作成できるよう、災害査定申請支援ソフトウェア（名
称：Photog-CAD）を開発した。平成20年2月から販売
を開始し、平成27年度までに175機関に230本のソフト
ウェアを出荷した実績がある。

災害後の公共土木施設の復旧事業は、迅速かつ効率的
に進めることが求められる一方、その査定業務は、ポー
ルを用いた測量や手作業による設計書作成等、効率的に
行われているとは言い難い状況にあった。同センター
は、被災自治体の災害査定業務の省力化・効率化、災害

査定資料の標準化による情報共有の促進を目指し、デジ
タルカメラを用いた写真測量技術と二次元CADを融合
させ、現地調査・測量、設計・積算の作業をシステム化
した。このシステムの活用により、立ち入り困難な現地
調査においても、3方向の離れた位置からのデジタルカ
メラの撮影によって、三次元地形モデル・横断図を作成
することが可能となる。また、この地形・横断モデルを
活用しながら二次元CADを使って設計を行うとともに、
災害総合単価を用いた積算と帳票作成まで電子化するこ
とで、記録、保存・編集・管理を容易にしている。これ
により安全かつ効率的な災害査定業務につなげることが
できる。」

（国土強靱化の推進への効果）
「同ソフトウェアを活用することにより、危険な現場

に立ち入ることなく、迅速に災害査定設計書を作成する
ことができる。それにより、作業員の安全を確保しなが
ら、素早い応急復旧に着手できることで二次災害を防ぎ、
市民生活の迅速な正常化に貢献する。」

（周囲の声（ユーザである地方公共団体の声））
「災害時は迅速な申請が必要であるため、同システム

の導入により短期間かつ少人数で手続きを済ませること
ができ、大変有用である。また、災害があった場所での
安全な測量にも活用できている。平常時の法面点検と
いった日常業務にも活用できると尚よいと思う。」

おわりに
Photog-CADが、現地調査（写真測量）から災害査定

設計書作成までを一貫して行う支援ツールとして、効率
よく活用され、現地の早期復旧に役立つことを期待して
います。

（システムエンジニアリング部　参事　満田広司）

「Photog-CAD」が「国土強靱化（民間の取組事例集）」に掲載
ニュースと解説
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JACIC便り

1．はじめに
国土交通省では、建設産業の生産性向上、全体最適化

を目的に本格的にCIMを平成29年度から導入することを
計画していることは既報のとおりです。

国土交通省では、平成24年度から直轄事業（業務・工
事）においてCIMの試行事業に着手し、昨年度までに設
計業務で約60件、工事で約110件の試行事業が行われて
きました。

また、国土交通省における「CIM導入に向けた検討ス
ケジュール」では、平成28年度に「CIM導入ガイドライ
ン」を策定することが計画されています。

2．平成27年度までの検討体制
平成26年12月に「CIM導入ガイドライン」策定に向け

て、実モデル構築を通じた課題抽出、対応検討を行うた
め、CIM技術検討会（産）、CIM制度検討会（官）、土木
学会（学）で構成し、これらが連携した産官学CIMによ
る検討体制が構築されました（図-1参照）。
 

図-1　産官学CIMによる検討体制

この体制により、国土交通省で実施された試行事業か
ら、河川・ダム・橋梁・トンネルの各分野でのCIMモデ
ルを基に、「CIM導入ガイドライン」の考え方や骨子等
が整理、検討されてきました。

3．平成28年度の検討体制
平成28年度以降の体制として、CIM技術検討会とCIM

制度検討会を統合し、新たに「CIM導入推進委員会」が
組織されました。本推進委員会にて、国土交通省が進め
るi-Constructionにおけるトップランナー施策である

ICTの全面的な活用にCIMを用いて推進するため、関係
団体が一体となりCIMの導入推進及び普及に関する目標
や方針について検討を行い、具体的な方策について意思
決定されることになっています（図-2参照）。
 

図-2　CIM導入推進委員会による検討体制

その第1回委員会が平成28年6月21日に、矢吹大阪大学
教授を委員長として開催されました。

 

写真　CIM導入推進委員会開催状況

4．JACICの対応
平成28年度は、CIMの本格的導入に向けて試金石とな

ります。
JACICは、国が最重要課題の一つとして位置づける

i-Constructionを全面的に支援するとともに、その施策
を支える今後の社会資本施設の整備・管理の重要なツー
ルであり、また海外進出には不可欠なCIMの普及・定着
に先導的・中心的役割を果たしていきます。多くの関係
者の方々のご支援をお願いいたします。

（研究開発部　次長　徳重政志）

CIMの動向（その18）
─新たな検討体制で導入推進に向けた検討開始─
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【主な内容】
■巻頭言：「CIMに期待する」
� 日本大学　教授　木下　誠也
■特別寄稿
・「i-Construction�とCIM」
� 立命館大学　教授　建山　和由
・「現場（いま・ここ）からの報告」
� 熊本大学大学院　教授　小林　一郎
・「CIMに関する世界の動きについて」
� 大阪大学大学院　教授　矢吹　信喜
■国土交通省の動き
・「国土交通省におけるCIMのこれまでと今後の取組み」
� 国土交通省本省
・「「i-ConstructionにおけるICT土工について」
� 国土交通省本省
・「 北海道開発局における情報化施工の取り組み　
―施工事例報告【ベスト･プラクティス】―」

� 国土交通省北海道開発局
・「維持管理におけるCIMの利用とモデルのあり方」
� 国土交通省国土技術政策総合研究所
・「CIMの取組について」� 国土交通省東北地方整備局
■JACICの取組
・「平成27年度CIM技術検討会報告について」
� （一財）日本建設情報総合センター
・「 CIM人材育成に向けた取り組み　
～「CIMを学ぶ」と「CIMチャレンジ研修」～」

� （一財）日本建設情報総合センター
・「標準化委員会におけるCIMの検討と国際動向」

社会基盤情報標準化委員会
道路設計モデル実務適用検討小委員会

・「buildingSMARTの標準化活動に参加して」
（一財）日本建設情報総合センター

■民間の動き
・「BIMの実験場としてのBuildLiveとIFCの進化」

（一社）buildingSMART�Japan（旧IAI日本）
・「 3次元情報の利活用のための『カイザー・プロジェクト』
に纏わる取り組み」

関西大学　教授　田中　成典
関西大学　准教授　窪田　　諭

東京都市大学　准教授　今井　龍一
大阪経済大学　准教授　中村　健二

・「4年間における当社のCIM成果と今後の行方」
� 株式会社大林組

・「建設コンサルタンツ協会のCIMへの取り組み」
� 建設コンサルタンツ協会
・「 Open�CIM�ForumのCIMへの取組み　～CIMを支え
る情報流通基盤をつくる～」

（一社）オープンCADフォーマット評議会
・「 CIM�i-Construction時代の建設ライフサイクルを考慮
した設計について　～3D-CADの最新事情～」

川田テクノシステム株式会社
■公共調達コーナー
・「 国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の入
札と成績の動向について」

国土交通省国土技術政策総合研究所
■地方センターコーナー
・「建設業の経験を活かした現場目線によるモノづくり」

上北建設株式会社
■その他　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。今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」は、当センターが年2回発行している機関誌です。今回の
114号は2016年8月初旬の発行で、「CIMをめぐる展開」を特集しました。

国土交通省でCIM導入ガイドライン策定の動きがあり、自治体への普及
も考慮し、CIMをメインに少し幅広い形で特集しました。また、民間にお
ける動きや海外の動きについても集め、紹介しました。

JACIC情報114号の発刊
JACIC通信
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平成28年7月5日（火）に、ホテルグランドアーク半蔵
門でJACICセミナーを開催しました。当日は多数の方に
ご来場いただきありがとうございました。

1．開催趣旨
このセミナーは、7月6日から8日にかけて大阪で

ICCCBE2016は開催が予定されており、それに向けて多
くの専門家が海外から来日することから、この機会を捉
えて、講演していただこうということで、企画したもの
です。セミナーでは、アジアのCIM/BIM先進国に学ぶ
と題して、韓国とシンガポールのBIMの専門家に、両国
の動向について講演していただきました。

3．講演内容
（1）韓国のBIMプロジェクトからの教訓

韓国延世大学校　教授GhangLee氏の講演は「韓国の
BIMプロジェクトからの教訓」ということで、設備の配置
調整について、並行的に実施した場合と逐次的に実施した
場合との比較した事例を元にお話ししていただきました。

これまでは韓国でも、従来の2次元図面と併用した
BIMプロジェクトが主流だったそうですが、徐々に3次
元を中心としたプロジェクトが増えているそうです。
 

（2）実務者の視点で見たBIM IFC4 QTO
シンガポールSISVフェローのKweeyongSeah氏の講

演は「実務者の立場から見たBIM IFC4 QTO」という
ことで、BIMを使った積算関係の課題を話していただき
ました。QTOとはQuantity　Take　Offの略ですが、当
日の配付資料では数量算出と訳しています。

　BIMは二次元・三次元を示す2D-BIM、3D-BIMと呼
ばれることもあり、そこに時間軸を加えて4D-BIM、
QTO情報を持たせた5D-BIMと発展し、施設管理情報を
持つものを6D-BIMと呼ぶそうです。
 
　　　　

5．おわりに
Lee氏は研究者、Seah氏は実務家ということで、それ

ぞれの異なる視点・立場からBIMの一端を切り取ってお
話していただきました。主に建築の分野が中心の話題で
はありましたが、我が国インフラ分野として推進してい
るCIMの実践においても、参考にしていただけたら幸い
です。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　

（国際グループ・メンバ　横山善行）

GhangLee氏の講演の様子

JACICセミナー「アジアのCIM/BIM先進国に学ぶ」開催報告
JACIC便り

2．プログラムと時間割・講演者
開会挨拶 JACIC理事長　門松武　 10：00

1 韓国のBIMプロジェクトからの教訓 GhangLee（韓国）
延世大学校　教授

10：05~10：55

2 実務者の立場から見たBIM IFC4 QTO KweeyongSeah（シンガポール）
SISVフェロー　

11：00～11：50

閉会挨拶 JACIC理事　青木敏隆 11：55

GhangLee氏の講演資料より

KweeyongSeah氏の講演の様子

KweeyongSeah氏の講演資料より
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一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会が募集し
表彰している「土木施工管理 技術論文・技術報告」に
おいて、平成18年からJACICが協賛してきた「ITマネ
ジメント賞」が、今年度の募集より「i-Construction賞」
へと変わります。

JACICは、引き続き「i-Construction賞」を協賛して
まいります。

●経緯
ITマネジメント賞は、全国土木施工管理技士会連合

会が募集する「土木施工管理技術論文」を対象にして、
『IT（情報技術）を利用して工事（改築・改修・新設・
維持等）の工期短縮、施工合理化、品質向上、安全性向
上、環境保全に役立てた事例』を取り扱った技術論文の
中から選出される賞です。

JACICは平成18年から「土木施工管理技術論文」の募
集に協賛し、ITマネジメント賞が創設されました。
（過去の受賞論文については表-1参照）
平成28年度の第1回技術論文審査委員会において募集

内容の変更案が提案され、そのひとつにITマネジメン
ト賞について議論があり、「ITマネジメント」という言
葉が伝わりにくいこと、また募集作品の内容をICTを活
用したマネジメントやi-Construction等へ導く言葉が必
要との意見がありました。

その後に開催された幹事会及び委員会において、賞の
内容を明確にするとともに、応募作品の内容をi-Construction
に関連したものへと導くため「ITマネジメント賞」を

「i-Construction賞」に変更することとなりました。

●i-Construction賞
「土木施工管理技術論文」は、工事現場における課題

解決のために、新規性・有用性に優れた創意工夫・技術
的改善、高度な調査・技術開発等を行い、他の施工管理
技士の参考になるようにまとめたものを対象に募集され
ます。

応募された論文は、現場の課題解決のための創意工夫、
施工・施工管理等の技術・効率の向上、他への適用のし
やすさ・適用の広さ、次世代への技術伝承などの適用性
等の点から審査し表彰されます。

また、評価にあたりi-Constructionに係る建設現場の労
働災害や労働力不足に対する工夫などにも重点がおかれ、
i-Constructionを実践し成果をあげた論文が「i-Construction
賞」として表彰されます。

●論文の募集
「第21回　土木施工管理技術論文」の募集が9月ごろ予

定されていますので多数のご応募をお待ちしております。

i-Construction賞
（旧ITマネジメント賞）

～JACIC協賛～

ITマネジメント賞の過去の受賞論文（表-1）

回数（年度） 題名（執筆者）

第 1 回（H18 年度） GPS 三次元計測を用いた地組桁の輸送・架設（神野勝樹）

第 2 回（H19 年度） GPS を利用した「NSP システム」による情報化施工（中澤穣、赤田淳）

第 3 回（H20 年度） 鋼道路橋の支点部補強工事における施工管理（疲労きれつ監視システムと反力調整）（石原拓土、峯田敏宏）

第 4 回（H21 年度） 情報通信技術を用いた道路土工の品質向上（藤森幸太）

第 5 回（H22 年度） 大型起重船 3 隻相吊りによる大ブロック架設（江野本学）

第 6 回（H23 年度） 3 次元 CAD を活用した現場管理（川上康弘）

第 7 回（H24 年度） 3 次元スキャニングデータを活用した橋梁耐震補強施工について（竹樋満寛、谷口武俊）

第 8 回（H25 年度） 保全工事におけるデジタルカメラ 3 次元計測技術の適用について（中村智昭、廣井宏治、森本賢一郎）

第 9 回（H26 年度） 光ファイバセンシングを活用したコンクリートの冬期養生管理（中森武郎、阪本誠）

第 10 回（H27 年度） 受賞者なし

JACIC便り
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四国地方センターは、四国4県を担当管内として、JACIC
で提供している各種システム等の普及促進活動を行って
います。前回報告（昨年11月）以降の主な取組み並びに
今後の予定について紹介します。

■賛助会員訪問
昨年（平成27年）は、JACIC設立30周年を迎え、各種

記念事業が開催されました。その一環として、賛助会員
の皆様の永年のご支援に感謝をお伝えするため、賛助会
員訪問を行いました。当センターでは、昨年12月に管内
42社を訪問しました。訪問時にいただいたご意見、ご要
望等については改善を進めており、先月号のとおり、
JACICホームページにも掲載しております。

 今後とも賛助会員の皆様との連携を密にし、ご要望
やニーズ等の把握に努め、応えて参りたいと考えていま
すので引続きよろしくお願いいたします。

■積算システム
JACIC積算システムは、四国では徳島県、愛媛県で利

用されています。現在、地方自治体向けのWeb積算シ
ステムの普及促進に向けて、地方自治体への訪問活動を
行っています。なお、ご要望に応じて、説明会等も開催
していますので、当センターまでお問い合わせ下さい。

 

■Photog-CAD
Photog-CADは災害査定申請や被災箇所の調査等に有

効なソフトで、地方自治体、測量業界を主体に普及促進
活動を推進しています。2月には徳島県災害復旧事業技
術講習会（第2回）、6月には香川県測協スキルアップセ
ミナーで講演し、自治体や業界団体等からそれぞれ80名
を超える受講がありました。災害時の利用に留まらず、
幅広い利用が期待されています。

 

■電子入札
四国では、国や4県と24市町で利用しており､ 管内全

体に占める市町村利用率は約25%で年々増加はしていま
すが、全国平均の39%を下回っています。なお、昨年ま
での単独利用の自治体は、今年度からすべて県との共同
利用に移行しています。

 6月には四国地方ブロックコアユーザー会議（高松市）
を開催しました。12団体20名が出席し、システムの運用
等について、情報共有とともに活発な意見交換等が行わ
れました。

 

■RCCM資格試験受験準備講習会
平成28年度の講習会開催（高松）は、7月27日に香川

県土木建設会館で予定しています。今年から資格試験の
試験地に高松が加わったため､ 今後においては、この講
習会の方も受講者数の増加が見込まれています。

■建設フェア
「建設フェア2016in高知」が10月14日～15日の予定で、

高知市（ぢばさんセンター）  で開催されます。当地方
センターとしてもCIM等の新技術を出展しますのでご参
加をお待ちしています。

 　（四国地方センター長　横山嘉夫）

自治体への積算システム説明会の様子

平成28年度　四国地方ブロックコアユーザー会議

地方便り

四国地方センター活動報告

Photog-CAD講習会の様子
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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　川嶋宏人 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）
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