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1．はじめに
カーナビゲーションや携帯電話、スマートフォーンな

どの地図アプリなどに利用されているGPS（Global 
Positioning System、全地球測位システム）は、今やわ
れわれの生活、活動になくてはならないものとなってい
ます。また、最近ではスマートフォン対応位置情報ゲー
ムにも利用され、一種の社会現象となっています。

このGPSは、人工衛星からの電波を用いて位置を測定
するシステムで、1978年のGPS初号機の打ち上げに始ま
りました。その後、他の国のシステムも登場し、実用に
供され、または、供されつつあります。このようなシステム
を総称してGNSS（Global Navigation Satellite System、
全球測位衛星システム）と呼び、複数の衛星からの電波
を利用することをマルチGNSSと呼んでいます。その現
状と日本の測位衛星システムである準天頂衛星について
紹介します。
2．GNSSの現状

現在全世界をカバーするGNSSとし
て は、 米 国 のGPSの ほ か ロ シ ア の
GLONASS（グロナス）、ヨーロッパ
のGalileo（ガリレオ）、中国のBeiDou

（北斗）があり、また、地域的なもの
としては、日本の準天頂衛星とイン
ドのIRNSSがあります。

GPSは全30機の、GLONASSは24機
の配置が終わっていて、既に全世界をカバーしています。
Galileoは現在3機が運用されており、2020年に全30機の
運用が予定され、完成する予定です。また、中国の
BeiDouは、現在14機が運用されており、2020年に全30
機の運用が予定されています。（平成28年7月現在）

これらの衛星は、それぞれ特定の波長の電波を出して
いて、受信機は4つ以上の衛星からの電波を受信し解析
することによって、位置を求めます。

位置の求め方としては、カーナビなどに使われている
ような、受信機単独で測定する単独測位と既に位置の分
かっている地点（既知点）との差によって位置を求める
相対測位があります。観測方法や観測時間によっても異
なります。一般に単独測位は10m以上の誤差があります
が、相対測位では地殻変動のための最も精密な測量では
mm単位の精度での観測が可能となっています。また、
複数の種類の衛星からの電波を受信し解析することで、
より高精度な位置の測定が可能となります。実際に、測
量では、GPSのほかGLONASSやGalileo、準天頂衛星を
組み合わせて測量できるように、国土地理院がマルチ
GNSS測量マニュアル案（平成27年7月）を策定しています。
3．日本のGNSS︲準天頂衛星

諸外国の動向に対し、我が国でも独自の衛星測位シス
テムを構築する必要があるとの認識から2010年9月に第1

号の準天頂衛星「みちびき」が打ち上げられました。準
天頂衛星はアジア太平洋地域をカバーする衛星で、その
軌道の特性から、多くの時間を日本の上空にいるように
設計された衛星です。いくつかの軌道が考えられていま
すが、「みちびき」の場合は、1機で日本のほぼ真上に毎
日約8時間いる設計となっています。

平成27年1月に策定された政府の宇宙基本計画では、
2018年4月1日に4機体制のサービスが開始され、常に1機
は日本の上空にいるようになります。2023年度には7機
体制となり、日本上空に必ず衛星が4機存在して米国の
GPSに依存せずに測位が可能となります。

準天頂衛星は、もともとGPSを補完する衛星（組み合
わせて利用する衛星）として考えられました。したがっ
て、GPSと同じ周波数の電波を出します。前述したよう
に、準天頂衛星は日本の上空にいる時間が長い衛星なの

で、観測できるGPS衛星が増えた効
果があります。都市部では高層ビル
があり、上空視界が限られます。そ
の場合、受信できるGPS衛星の数も
限られることになります。この時に、
常にほぼ天頂部に衛星がいることは、
測位観測できる機会が大幅に増える
ことになります。

その他の機能としてGPSの補強機
能があります。この機能は、誤差補

正データを衛星から配信するもので、単独測位でも高精
度で位置を求められるようになります。これには2種類
あり、電子基準点から計算した高精度な誤差補正データ
を配信するセンチメータ級測位と、電離層などの補正情
報を送信する誤差数メートルのサブメータ級測位があり
ます。また、メッセージ機能として、災害時に、津波情
報、避難情報などの災害危機管理通報を個人携帯端末等
へ配信することや、救難信号を受信し、救助に利用でき
る機能も考えられています。
4．建設分野でのGNSSの活用

準天頂衛星を含めたGNSSは、いろいろな利用可能性
を秘めています。建設分野でも、前に述べた測量への活
用はもちろんですが、高精度な測位が可能となることか
らUAV（ドローン）の精緻な制御や、3次元データとの
組み合わせた利用による建設機械の自動走行など情報化
施工への活用など、i-Constructionへの貢献も期待でき
ます。また、精密な3次元地図や画像認識技術と精密な
測位を組み合わせた車の自動走行への活用の期待も膨ら
みます。さらに、測位可能性の向上から、屋内外のシー
ムレスな測位により、地下街を含めた人間のナビゲー
ションを行うことも検討されています。

（JACIC審議役　小出正則）

GPSからマルチGNSSへ　～世界の測位衛星と準天頂衛星～ 
ニュースと解説

準天頂衛星
「みちびき」
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1．buildingSMART International国際会議
buildingSMART International（bSI）とは、 3D-CAD

を中心としたBIMソフトウェア間で相互にデータを利用
するために、データ交換の標準仕様を開発している国際的
な組織です。その中核仕様であるIndustry Foundation 
Classes（IFC）はISO 16739として国際規格になってい
ます。

我が国のCIMに関するモデルの標準化の意向をbSIの
標準化活動に反映する必要があるため、JACICはbuilding 
SMART Japan（bSJ : 旧IAI日本）の土木分科会の活動
に参加、支援を行うとともに、国際会議に継続的に参加
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っております。

国際会議は18の支部の持ち回りで年2回の頻度で開催
されます。今回は韓国支部の主催によって2016年9月25
日～30日の日程で韓国の済州島およびソウルで開催さ
れ、21の国・地域から160名が参加しました。bSJから
は大阪大学の矢吹信喜教授を代表に国土交通省や建築研
究所を含む12名（内JACICから3名）が会議に出席しま
した。

2．会議の状況
国際会議ではRoomと呼ば

れる7つの分科会に分かれ
て、それぞれに課題を持ち
寄って議論します。
◆Infrastructure Room（インフラ分科会）

インフラ分科会では現在、以下の8プロジェクトが進行し
ています。このうち最も新しいプロジェクトであるOverall 
architectureは、これまでのAlignment、Bridge 、Road 、
RailwayといったIFCの拡張仕様の開発において、デー
タ構造を共通化することを目指して活動しています。先
行して開発が進んでいるIFC Road、IFC RailwayはbSI 
SPEC（旧呼称はPAS）として提出されます。IFC Bridge

はMOU（覚書）を締結し、bSJを含む各国の代表が協調
して開発を進める体制となりました．
◆その他の分科会等

その他の分科会では、どのようにBIMを活用していく
か、どのようにBIMソフトウェアを開発していくのか、
ということを主な課題として取り組んでいました。また、
従来からソフトウェア機能としてIFCに対応しているか
どうかという観点でIFC認証という制度が運営されてい
ましたが、会議ではBIMの人材教育をテーマに議論がさ
れていました。資格認証の国際制度化を目指しているよ
うです。また最終日は場所をソウルに移し韓国国内向け
のセッションが行われました。政府関係者のワークショップ
も開催され各国のBIMの取り組み状況が紹介されました。

（C） buildingSMART

3．今後の活動
今回からConstruction RoomおよびAirport Roomの二

つの分科会が新設されました。また、標準化委員のメン
バーが入れ替わった他、活動の優先事項としてユーザ指
向が明確に示されました。BIMの普及が先行している建
築の分野では、今後IFCを使ってどのような市場を獲得
していくかということに重点を置いた活動になる模様で
す。活動開始から20周年の節目の会議でもあり、組織運
営の大きな転換点となりそうです。

次回は2017年4月にスペインで開催されます。

（システムエンジニアリング部　参事　横山善行）

buildingSMART International の標準化活動について
─韓国　済州島国際会議2016から─

ニュースと解説

・Building Room
・Infrastructure Room
・Product Room
・Technical Room
・Regulatory Room 
・Construction Room
・Airport Room

bSI の分科会（Room）

・橋梁向けの IFC の拡張（IFC Bridge）
・Alignment 規格 1.1 の実装
・Alignment 規格のユーザーズガイド
・道路・鉄道分野向けの IFC の拡張（IFC Road & Rail）
・Asset Management 分野での要求定義
・英国の土木分野への IFC 展開の実現性
・BIM と GIS の両規格が協調するための枠組み
・土木分野の統合モデル（Overall architecture）

インフラ分科会のプロジェクト

（C） buildingSMART
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1．概要
JACICでは、CIM（Construction Information Modeling/ 

Management）に関わる技術者の人材育成、関係団体と
の連携・支援等を通じたCIMの導入・推進への取組みを
進めています。

その一環として、3次元CADソフトの操作演習とともに、
3次元CADソフトを活用した課題演習等を行う「CIM
チャレンジ研修 -CIMSoluthon®-」を平成27年度から
実施しています。

本研修によって、CIMソフトをエンジニア活動の一環
として高度に使いこなせる人材育成とともに、最適な
CIMソフトを提供できる業界支援と、CIM導入に向けて
両面からの環境整備を目指しています。

2．第1回開催報告
平成28年度は、東京（第1回、第2回）及び新潟（第3回）

を実施することとしています。今回は、東京（第1回）
が開催されましたのでご報告します。
⑴開催日程

平成28年9月28日（水）～30日（金）
⑵会場

FORUM8（東京都渋谷区）
⑶受講コース

今回は、同じ課題を提示して、使用するソフトを違え
て下記の2コースを実施しました。

取り組んでいただいた課題は、与えられた地形図上に
道路ルートを3案程度計画し、土工、橋梁、トンネル区
間を決定した後、工費比較等により最適ルート案を検討
していただきました。

コース名 使用するソフト

B：道路計画：ルート選定 V-nasClair
V-nasClair Kit シリーズ

C：道路計画：ルート選定 Autodesk InfraWorks360
AutoCAD Civil3D 2016

⑷研修プログラム
研修は、下記のプログラムに沿って実施しました。

1 日目 ・ 3 次元 CAD ソフトの基本操作、モデリングに
関する講義、演習2 日目

3 日目

・ 1、2 日目で研修した 3 次元 CAD ソフトを活
用し、日常業務または現場を想定した課題に
対する解決演習

・ 演習結果等についてグループ討議

⑸参加者
各コースの参加者は下記のとおりで、様々な組織から

の参加をいただきました。
コース名 使用するソフト

B：道路計画：ルート選定

国：3 名
建設コンサルタント：7 名
ベンダー：1 名
合計：11 名

C：道路計画：ルート選定

建設会社：2 名
建設コンサルタント：8 名
測量・地質会社：1 名
ベンダー：1 名
合計：12 名

⑹開催状況
各コースの参加者の皆さんは、3日間精力的に講義、

課題演習、グループ討議に取り組んでいただき、全員に
修了証を授与することができました。

受講状況（グループ討議）

修了証の授与

多くの技術者の方々が、本研修へ参加していただきあ
りがとうございました。本誌発刊時には東京（第2回）
が終了し、11月9日～11日に新潟で開催します（申込み
受付は終了）。受講者からのアンケート結果（ご意見等）
を、来年度の研修内容に活かしていきたいと考えています。

（CIM教育PTサブリーダー・研究開発部次長　徳重政志）

CIMチャレンジ研修-CIMSoluthon®-　開催報告
─東京開催（第1回）─

JACIC便り
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1．2016建設リサイクル技術展示会
10月5日、6日の2日間、「2016建設リサイクル技術展示

会」が、建設副産物リサイクル広報推進会議・関東地方
建設副産物再利用方策等連絡協議会の主催のもと、一橋
大学一橋講堂において開催されました。本展示会は、建
設リサイクルの更なる普及と促進に向けて、関係者（工
事発注者、建設工事施工者等）の意識啓発と建設リサイ
クルの推進に有用な技術情報等の周知・伝達、技術開発
の促進及び一般社会に向けて建設リサイクル活動の取り
組みをPRすることを目的としています。平成19年度か
ら「建設リサイクル技術発表会」と同時開催されており、
今回で10回目の開催となります。JACICでは本展示会に
出展しましたので、その概要を報告します。

2．開催状況
今回のテーマは【キックオフ「2020年、日本の建設リ

サイクルは新たなステージへ　～東京から全国そして世
界へ発信～」】とし、6つのテーマ（①発生抑制 ②レガ
シー ③再生資材 ④CO2削減 ⑤再生利用 ⑥その他）に
分かれ、建設リサイクルに係わる先進的な取り組みや新
技術等が紹介されました。出展社数は32社で、一番多い
テーマは⑤再生利用の11社でした。ちなみにJACICも⑤
再生利用をテーマとしました。

写真-1　会場の様子

各出展者が紹介している内容については、大きく5つ
に分かれており、新工法14社、新材料11社、新処理施設
1社、IT関係4社、行政関係2社という状況でした。新工
法・新材料・新処理施設は、建設現場に直結する技術で
あることから、数多く活用されることを期待するととも
に、JACICが属するIT関係についても、建設リサイク
ルのさらなる効率化に向けて推進していく必要性を強く
感じたところです。

3．JACICの出展状況
JACICでは、「建設副産物情報交換システム」と「建

設発生土情報交換システム」の2つのシステムについて、
パネル展示とパンフレット配布により紹介しました。ま
た、建設発生土情報交換システムに関連して国土交通省
が試行で展開している「建設発生土の官民有効利用の試
行マッチング」についても、JACICが事務局を担ってい
ることから国土交通省の承諾のもと紹介を行いました。
この試行マッチングは、公共工事と民間工事の発生土の
ニーズの情報交換を推進するものです。

写真-2　説明状況

JACIC展示ブースには、行政関係者、建設業者、業界
関係者など、幅広い方々にご来訪いただき、貴重なご意
見を賜ることができました。
「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」については、利用されている方より「より
よいシステムの発展を期待する」とご意見を頂きました。
システムを利用することで、さらに事務処理の効率化が
推進するよう検討していきたいと思います。
「建設発生土の官民有効利用の試行マッチング」につ

いては、試行段階のため民間工事の参画を日建連や全建
加盟業者に限定している所ですが、「民間工事も土砂の
処理に苦慮している」「中小企業も参画したい」など今
後の展開に貴重なご意見を頂くことができました。

今回の展示会に出展して、建設リサイクル業界の活発
な活動を肌で感じることができ、JACICのシステムは今
後の建設現場に必要不可欠であると感じました。
「建設発生土の官民有効利用の試行マッチング」も含

め、建設業界においてさらに使いやすいものとなるよう
邁進していきたいと思います。

（建設副産物情報センター　小関喜晴）

「2016建設リサイクル技術展示会」への出展報告
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JACICセミナー「CIMをめぐる展開」は、平成28年10
月5日（水）午後、東京・札幌で同時開催をしましたので、
以下報告します。

東京の会場は「海運クラブ」にて132名の参加があり
ました。札幌の会場は北海道経済センターで91名の参加
でした。

セミナーのプログラム

開会挨拶（JACIC　理事長　門松武）
1． 「CIM 導入推進委員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建設システム　
企画管理室長　岩崎福久）

2． 「施工への ICT の活用について（i-construction ～
ICT 土工）」（国土交通省総合政策局公共事業企画調

整課安全施工企画室長　宮武一郎）
3． 「buildingSMART の標準化活動について」 

（buildingSMARTJAPAN IFC 検討委員会
委員長　足達嘉信）

4． 「わが社の CIM に関する取り組みについて」 
（八千代エンジニアリングﾞ㈱情報推進本部CIM推進室長

藤澤泰雄）
5． 「JACIC の CIM に関する取り組みについて」

（JACIC 研究開発部　次長　小路泰広）
閉会挨拶（JACIC　理事　坪香伸）

1．初めての同時開催
今回は東京で話していただく内容を、同時に札幌へ送
信して、同じ名称のセミナーを札幌でも開催しようと

いう試みのイベントでした。使ったのは「アップ社」の
「E-lecture」というASPサービスです。

2．各講演者のお話
1）国土交通省　岩崎室長の講演から

岩崎室長からは平成27年度までの「CIM試行事業」56
件の、受注者に対するアンケートに関する説明がありま
した。課題を残す意見が98件あったのに対し、効果を認
める意見が117件に及んだとの説明があり、その効果と
しては「住民に対する計画の理解促進」「数量算出の効
率化」「可視化による施工の手戻りの削減」などがあげ
られる一方で、課題としては「配筋モデルの作成に多大
な時間が必要」「人材不足」「2次元図面を基に三次元デー
タを作るのでは効率化になっていない」等の意見が出て
きたとのことです。またCIMの推進体制としてH28年度
から「CIM導入推進委員会」を立ち上げ、「CIM導入ガ
イドライン」の策定を行う予定との説明がありました。

この中では工事契約図書としての三次元モデルも検討す
るとの話がありました。
2）国土交通省　宮武室長の講演

宮武室長からは、i-constructionの説明を頂きました。
トップランナーとしてのICT土工にはICTの全面的な活
用を目指すと同時に、ICT土工の現地検証における知見
をダム・河川・橋梁などの他工種に展開するために、15
の新基準を整備していくという基本的な考え方を説明し
ていただきました。また工事事例としてUAV測量を用
いた道央圏連絡道路の詳細な話も伺いました。

岩崎室長の講演

3） buildingSMART足達委員長の講演
足達委員長からは、buildingSMARTで行っている標

準化活動について説明を頂きました。IFCモデルがISO 
16739に認定されたことにより建築分野の活動はある一
定のレベルに達しており、今はインフラ部門に比重が
移っているとの話を伺いました。
4）藤澤室長のお話

藤澤室長からは、各種の取り組み事例とともに、社内
に「CIM推進室」という新しい組織を作り、トレーニン
グ用マニュアルも整備しているとの説明がありました。
5）小路次長の話

JACICの小路次長からは、国土交通省の事業をサポー
トすると同時に、JACICでは独自にCADの研修事業を
始めていることや、英国のCIMガイドラインを研究して
いることをPRしました。
関連資料のダウンロードサイト
http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/index.html　

（経営企画部　次長　河内　康）

JACICセミナー「CIMをめぐる展開」東京・札幌同時開催の報告
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初心者コーナー

ここではコンピュータ専門誌や一部業界誌等で取り上
げられることの多い「ウェアラブルデバイス」について
紹介します。ウェアラブルデバイスとは、身につけて使
用するICT機器を指します。

主に2つ、時計型の機器及びヘッドマウント型の機器
についての機能を以下に述べます。

1．時計型の機器
腕時計やブレスレットの形をした機器で、有名なもの

でAppleWatchがあります。
主に以下のような機能があります。

・ 親機となるスマートフォンやタブレットと連携して、
親機のメールや予定を表示や振動で知らせる。

・ 腕に密着しているので、振動センサーや脈拍センサー
の計測結果を親機に送信する
長所は親機を取り出さずにメッセージや予定が時計の

振動で通知、時計画面上で内容が確認できるので、確認
忘れを少なくできます。さらに親機との通信が切れると
時計の振動により、親機の置き忘れが防止できます。ま
た、振動センサーや脈拍センサーの結果から、一日の歩
数や運動量又は睡眠時間をクラウドに記録させ、グラフ
等で状況の確認ができるので、健康管理に利用できます。

短所は、充電せずに動作する時間が1日又は2日と短い
点です。機種によっては表示やGPSの機能を省略して1
週間程度、充電が不要としている機種もあります。

同様の機能を持つ機器を複数持つと気がつきますが、
検出する歩数や睡眠時間が機器毎に数パーセント程度の
相違があり、まだ改良の余地があるのではないかと感じ
ます。

2．ヘッドマウント型の機器
近年発達しているのは装着すると外界を遮り、完全に

没入するタイプのヘッドマウントディスプレイです。有
名なものでPlayStationVRやOculus Rift、スマートフォ
ンを活用するタイプのものがあります。中には段ボール
で作成するものもあります。装着すると、立体的に見え
る画像が映し出されます。以前は高価な専用機器でした
が、画像処理の改良とレンズ枚数を少なくすることで、
低コストのものが登場しはじめました。

長所は、頭の動きに応じて画像が変化するので、その
場にいるような臨場感があります。

短所は、長時間使用すると、実際との感覚差のため酔
いや疲労感があります。また機器の重さによって首への
負担が大きなものがあります。

建設業界では現場の状況確認や教育的な利用に応用が
期待できます。以前、東京にオリンピックを招致する際
に、オリンピック委員にヘッドマウントディスプレイを
用いて会場のイメージ説明に用いた例があります。

図2　ヘッドマウントディスプレイの例
参照：Wikipedia「ヘッドマウントディスプレイ」

別の例として、片目だけ装着するヘッドマウントディ
スプレイがあります。建設現場の技術者が必要とする情
報を映しだす支援用途としての利用例があります。具体
的には設備点検の際にマニュアルの参照で両手がふさが
らないため、作業効率が向上します。

3．今後の発展の可能性
どちらの機器も身体に密着させる機器で、改良が重ね

られ、応用分野が徐々に広がりつつあります。建設分野
への発展を見すえ、JACICでは関連する研究への助成も
行っています。

（システムエンジニアリング部　桔梗靖之）

ウェアラブルデバイスとは

図1　時刻､ 天気､ 電池容量及び歩数を表示する時計
筆者所有の時計例（pebble）
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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28年2月以降、表-1に示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、「EE東北’16」、

「RCCM資格試験受験準備講習会」及び「新技術講習会」
について報告します。

活動記録・予定等については、東北地方センターホー
ムページ（次のURL）を閲覧ください。
http://www.jacic.or.jp/locality/touhoku/tohoku%201 
top.html
■EE東北’16に出展
◇平成28年6月1日（水）、2日（木）、夢メッセみやぎに
お い て 開 催 さ れ ま し た「EE東 北’16」 に、 ①Photg-
CAD、②CIM、③建設副産物・発生土交換システムを
出展しました。JACICは、平成18年度のEE東北’06から、
10回目の出展です（東日本大震災で1回中止）。

写真-1は、JACICブースの様子を示したものです。

■RCCM資格試験受験準備講習会【仙台】
◇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しました。

今回から講習会場を変更し、定員を350名に拡大しま
したが、受講申込者は256名でした。しかしながら、昨
年度までの会場ですと220名が定員でしたので、会場を
変えた効果がありました。

写真-2は、講習会場の様子です。

写真-2　受講生の様子

 

■新技術講習会に協力
◇平成28年9月16日（金）（公社）宮城県建設センター主
催で「新技術講習会」に、JACICから表-2に示しますよ
うに講師4名を派遣し、CIM及び写真-3に示すように
Photog-CADの講習を行いました。

写真-3　Photoｇ-CAD写真処理の講習の様子

■ 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）

地方便り

東北地方センターの活動報告

 写真-1　「EE東北’16」のJACICブースの様子

時間 教科目 講義内容 講師
10：15～
10：30 受付

10：30～
10：40 開講の挨拶・オリエンテーション

10：40～
12：00 ・ CIMについて ・  CIM の概要 

⑴､ ⑵
JACIC 研究開発部
川島 宏人・児玉 直樹

13：00～
15：30

・ Photog-CAD 
について

・  Photog-CADの 
概要 JACIC

システムエンジニアリング部
・ Photog-CADを 

利用した写真処理 宮本 勝則・満田 広司
15：30～
15：35 閉講式

表-2　新技術講習会の時間割

平成２７年度 分　類 実施済みの活動内容

2016年3月16～17日 JACIC30 「JACIC30セミナー in 福島」
　　場所：郡山商工会議所

平成２８年度 分　類 実施済みの活動内容
2016年6月1～2日

Photog-CAD,CIM,
建設副産物交換ｼｽﾃﾑ

展示・説明（EE東北ʻ16）
　　場所：夢メッセみやぎ

2016年6月21日 電子入札ｺｱｼｽﾃﾑ
東北地方コアシステムブロック連絡会議
　　場所：仙台市内　安全教育センター研修室

2016年6月29～30日 JACIC30 「JACIC30セミナー in 郡山」
　　場所：郡山商工会議所

2016年7月15日 Photog-CAD Photog-CAD講習会
　　主催：(一社)岩手県測量設計業協会

2016年8月9日 RCCM
RCCM資格試験受験準備講習会
　場所：仙台市情報・産業プラザ(アエル５階) 多目的ホール

2016年9月16日
CIM、Photog-
CAD

新技術講習会
　　主催：(公社)宮城県建設センター

平成２８年度 分　類 実施予定の活動内容

2016年11月1日予定 Photog-CAD
Photog-CAD講習会
　　主催：(一社)秋田県建設コンサルタント協会

未定 ビデオセミナー 「JACICﾋﾞﾃﾞｵｾﾐﾅｰ in 青森・盛岡・秋田・山形」

平成２9年度 分　類 実施予定の活動内容
2017年6月上旬 Photog-CAD,CIM,

建設副産物交換ｼｽﾃﾑ
展示・説明（EE東北ʻ17）
　　場所：夢メッセみやぎ

2016年7月上旬 電子入札ｺｱｼｽﾃﾑ 東北地方コアシステムブロック連絡会議
2016年7月下旬 RCCM RCCM資格試験受験準備講習会

表-1　本年2月以降の活動結果と今後の活動予定
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JACIC便り

JACICの事業概要パンフレットは、毎年度8月頃に定
期改訂しています。今年の改訂も終わり、JACIC各地方
センター等に送付されましたので、紹介させて頂きます。

1．コンテンツ
全24ページで以下の構成になっています。

1． 情報化推進の新しい研究事業等
⑴ CIM
⑵   災害復旧効率化支援システム 

Photog-CAD
⑶ 建設分野の国際貢献および海外支援

2． 公共調達のためのシステム事業等
⑴ コリンズ・テクリス事業
⑵ 入札情報サービス（統合 PPI）
⑶ 電子入札システム
⑷ 積算システム事業
⑸ 建設副産物情報サービス
⑹ 社会基盤情報標準化委員会と標準化活動

3． 情報提供・その他事業
⑴ JACICNET（会員制サイト）
⑵ 研究助成事業
⑶ 建設技術審査証明事業
⑷ 広報事業

賛助会員
委員会等
組織

2．事業モデル図を採用

今回、何点か改訂したポイントがあります。
まず第1ページの事業モデル図を、JACICホームペー

ジにあるものと合わせて入れ替えました。図の衛星の形
のものです。

目次も少し見やすくしました。
CIMやPhotog-CADなどのページには、初めての人が

見ても読めるように「ふりがな」を振りました。CIMの
ページは平成28年度からの推進体制「CIM導入推進委員
会」の図も挿入しました。その他各ページで時点修正を
しております。

４．各地でお目見え
10月から始まっている各地方の建設技術展等には、既

にこのパンフレットが配布されています。

このパンフレットのpdfファイルはJACICホームペー
ジの以下のサイトよりダウンロード出来ます。
http://www.jacic.or.jp/about/jigyo/jigyogaiyo.pdf

　　　　（経営企画部　次長　河内　康）

JACIC「事業概要」パンフレットの改訂
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