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1．平成28年度CIMチャレンジ研修の実施報告
JACICでは、CIMの活用に必要なツールである3次元

CADソフトをエンジニア活動の一環として高度に使い
こなせる人材の育成のために、CIMチャレンジ研修―
CIMSoluthon®－を開催しています。今年度は東京で2
回、新潟で1回の研修を実施しました。

（１）研修の実施内容
今年度の研修は、3次元CADソフトを用いてボックス

カルバートによる立体交差点設計を行う１コースと、道
路のルート選定を行う２コースを設定しました。ルート
選定の２コースは使用ソフトが違うものです。コース毎
に受講者の募集を行いました。研修期間は3日間で1，2
日目は3次元CADソフトの基本操作を修得し、3日目に
コース毎の課題演習を行いました。　　

（２）受講者数
今年度の3回の研修の受講者の総数は60人でした。そ

の内訳は、約7割が設計コンサルタントでした。今年度
は3コースとも設計に関する課題を設定したことが影響
したものと思われます。また、コースによって、受講者
数のばらつきが見られました。これは使用するソフトの
影響もあったのではないかと思われます。発注機関から
も4名の参加がありました。
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（３）研修内容の理解度
研修終了後の受講者アンケートの結果、受講者の約9

割が3次元CADソフトの機能を良く理解できたと感じ、
約8割が3次元CADソフトの活用場面が理解できたと感
じたとの結果が得られました。受講の申し込み時に3次
元CADソフトの利用経験を伺ったところ、約6割が経験
ないとの回答だったことから考えると、研修の成果はみ
られていると思われます。これまで受講された方への
フォローアップアンケートにおいて、発注機関の方から

「業務発注の際、作業の規模感、仕様書で定めておくべ

き内容、求める成果品のイメージなどを考える上で、非
常に役に立った」とのご意見もいただいています。
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２．3次元CADの知識習得のすすめ
国土交通省では、平成28年を「生産性革命元年」と位

置づけて建設生産システムの全ての分野へICTの積極的
導入を図るための「i-Construction」を宣言しました。
今後は、ICTを活用して建設生産システムをマネジメン
トすることが土木技術者の役割として、ますます重要な
ものになっていくと思います。この動きの中で3次元
CADについての知識は土木技術者に必要なものとなり
ます。それは、3次元CADソフトは図面を描くソフトで
はなく、設計するためのツールだからです。言い換えれ
ば、土木技術者が行う創造的で技術的な作業、その結果
の表現において、3次元CADソフトは土木技術者が自ら
使うツールであるということです。CIMチャレンジ研修
－CIMSoluthon®－は3次元CADソフトが初心者の方、
既に利用している方で別のソフトも試してみたいと考え
ている方にソフトに触れる良い機会を提供出来るものと
思います。今後、発注者の視点も考慮して研修内容の充
実も検討しています。

3次元CADを体験してみませんか。

（CIM教育PTリーダー　杉原直樹）

CIMチャレンジ研修－CIMSoluthon®－を受講してみよう
ニュースと解説
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第34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12月20

日（火）、TKP赤坂駅カンファレンスセンターにて開催

され、2016年度活動の中間報告等が行われました。

 

委員会開催の様子

1．2016年度の中間報告

2016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。概要は以下のとおりで

す。

  特 別 委 員 会

　 （委員長：皆川 勝（東京都市大学教授））

  CIM3D部品に関する標準化検討小委員会

　 （小委員長：杉浦伸哉（Civilﾕｰｻﾞ会））

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）

（小委員会）

　道路設計モデルの実務適用検討小委員会

　 （小委員長：古屋 弘（大林組））

幹 事 会

　橋梁モデルIFC-Bridge検討小委員会

　 （小委員長：田中文基（北海道大学准教授））

  地質地盤情報電子データ標準化小委員会

　 （小委員長：福江正治（東海大学名誉教授））
 事務局（JACIC）

図1　2016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）＞

CIM3次元モデルについて、現在次の3テーマの検討を

行っている。

・「CIMの全体像とロードマップ（案）」のブラッシュアップ

・要素毎、属性、地形についてのモデル詳細度

・ CIMモデルの情報共有を実現するための方策の検討、

実現したい内容や利用イメージの具体化

（2）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）＞

道路設計モデルについて、実務への適用検討を行って

いる。また、buildingSMARTの国際会議へ参加し、他

国と意見交換を進めている。

（3）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）＞

現在は、橋梁プロダクトモデルの概念モデル作成と

IFC-Bridgeの仕様･スキーマの開発を行っている。

（4）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

ング取扱い･保管要領（案）･ 同解説」に対応した電子納

品要領（案）改定原案の検討、および新たに物理探査成

果品の電子納品要領（案）原案の検討を行っている。

（5）CIM3D部品に関する標準化検討小委員会

＜杉浦伸哉小委員長（Civilユーザー会）＞

現在は、3次元プロダクトモデルにおける部品の現状

調査、詳細度および属性の概念整理を行っている。

2．今後の活動予定について

3月上旬から、2017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29年6月30日

（金）に開催し、2016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等を行う予定です。

○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34回「社会基盤情報標準化委員会」の開催
～ 2016年度活動中間報告および今後の委員会予定について ～

ニュースと解説
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1．建設リサイクル法とは
再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、

資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図る
目的で、平成12年に制定されたのが「建設工事に係る資
材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）です。

この法律の中では、一定規模以上の建設工事に関して
は、解体時における分別や再資源化を建設請負者に対し
報告を義務付けしており、そのためのプロセスを規定し
ています。

工事間の建設資材の再利用および廃棄物の減量のた
め、建設リサイクル法第10条では、新築で使用する材料
や解体工事の時期や分別の計画・量について、自主施行
者は、一定の書式で都道府県に届けることが規定されて
います。

2．第11条の通知とは
自主施工者が10条の規定にもとづいて「届出」をして

いるのと同様に、公共工事でも同様な内容の「通知」が
義務づけられ、国土交通省や市町村の公共工事でも都道
府県知事に「通知」することになっています。これが11
条の規定です。

3．課題とその対応策
しかし、パソコンと電子メール（添付）が一般的になっ

た現在においても、都道府県に送付する「通知」書類の
多くは紙ベースで処理をしています。国土交通省が施行

する直轄工事でも毎年5600件程度の工事件数があり、そ
れらを印刷して決裁を回し、郵送または持参によって、
都道府県に通知することは、かなりの作業と想像されま
す。実際に双方の担当者はかなりの労力を使ってやりと
りをしていることが国土交通省の調べでわかってきました。

4．第11条通知の電子化の試みとは
国土交通省とJACICでは、これを少しでも簡単に出来

ないかと、JACICが運営している「建設副産物情報交換
システム（コブリス）」で通知書類を電子的に共有する
ことに着想しました。JACICはこの着想を受けてコブリ
スを自費改良し、登録されている「通知」データのURL
をメールで送付できる機能を追加しました。これによっ
て、紙の通知書類の郵送や持参は発生しなくなります。
将来的に、排出事業者の登録から都道府県での閲覧参照
までを全てコブリスで出来るようになれば、「通知」の
ペーパレス化だけでなく集計や書類管理の手間も省け
て、電子化の効果が高まるものと期待しています。図に
示したものは、この機能の前後での作業の違いを示して
います。これを「11条通知の電子化」と呼んでいます。

国土交通省では、平成28年度、東北地方・四国地方の
一部の事務所に依頼し、当該地区の県に「通知」する書
類をコブリスに登録したデータのURLをメールでやり
とりする方法を試行しています。以下は関連サイトです。 
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/
recyclehou/hourei_kokuji/houritsu01.htm　 

建設リサイクル法第11条通知の電子化の試みについて

図　建設副産物情報交換システムを利用した申請（国土交通省資料より）

（建設副産物情報センター長　河内　康）
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JACICでは、今年4月台湾で開催される「ICCBEI2017

国際会議」に論文参加するとともに、現地でJACICセミ

ナーを開催する計画があり、以下に解説します。

1．ICCBEI2017国際会議とは

ICCBEIとは、「土木建築情報学国際会議（International 

Conference on Civil and Building Engineering 

Informatics）」の略称で第一回2013年と第二回2015年は、

東京で開催され、今回第3回は台湾台北市で開催するこ

とになっている国際会議です。

運営主体はAGCEI（Asian Group of Civil Engineering 

Informatics）というアジアの7つの地域・国の大学教授

たちで構成されているグループ及び開催国の土木学会等

です。

第3回は、台北市の台湾国立大学内の施設で平成29年4

月19日（水）～22日（土）まで開催される予定です。会場

は国立台湾大学内、参加規模は300名程度を予想してい

ます。BIM/CIMに関するテーマやGIS、シュミレーショ

ン、情報学教育などの広い分野でのプレゼンテーション

が行われる予定です。

建設情報分野の会議としては、ICCCBEという国際会

議があります。ICCBEIは、そのICCCBEと姉妹関係に

あります。ICCCBEが偶数年で開催されるのに対して、

ICCBEIは奇数年で開催されることになっています。

2．JACICの参加形態

JACICは、この国際会議設立当初にサポートした関係

で「設立協力者」という立場になっており、現在でも

JACIC理事長が上記AGCEI理事会のメンバーの一人に

なっています。

JACICとしては、国際会議と日本企業との間を繋ぎ、

同時に建設情報分野の情報収集や職員教育の効果も狙

い、毎回論文による参加や宣伝活動を行って、この会議

に貢献して来ました。写真は、前回2015年東京開催時に

おける「JACICセッション（パネルディスカッション）」

の様子です。

今回の2017年では、JACICから論文参加7編を含め総

勢10名以上が参加する予定です。

3．JACICセミナー他の計画

今回、JACICがこの会議に参加するにあたり、多くの

参加者を日本の関係機関に働き掛けるとともに、日本の

企業のためになる何らかのイベントをしたいと考えてお

りました。その試みとして、この国際会議直前に現地で

JACICセミナーを開催することを計画しています。テー

マは「日本の建設情報システム」です。JACICの各シス

テムとともに、趣旨に賛同して頂いた企業には自社の製

品をアピールして貰う機会をセミナーという形で、台湾

の人々に聞いて頂こうかなと考えています。

そのため、今回主管となる国立台湾大学の謝尚賢教授・

副学長に大きく協力を頂き、国際会議と同じ会場「国立

台湾大学コンベンションセンター」で開催できるように

なりました。

4月19日（水）JACICと日本の企業5社がプレゼンテー

ションを行う予定です。日本語と中国語の通訳を使って

説明しようと考えております。またセミナーと同時に、

ブース展示も行えるようにと考えております。JACIC

ニューズでまた開催結果の報告ができることを期待して

います。

ICCBEI2017の公式サイト

https://www.iccbei2017.caece.net/

ICCBEI2015に関する記事のサイト

http://www.jacic.or.jp/kouryu/index.html

（国際グループ　河内　康）

ICCBEI2017国際会議参加と「JACICセミナーin台湾」開催計画
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すでに1月号で概要をお知らせし、弊社HPに各研究の

報告書、及び報告会での説明スライドや動画、さらにご

聴講いただいた方へのアンケートの結果を掲載していま

すが、今月号ではそのなかで評価の高かった研究のアン

ケート結果について報告します。

1．アンケートによる評価結果（全体）
今年は初めての試みとして、アンケートにおいて各研

究テーマに関し「Q1．興味を持った研究テーマはあり

ましたか？」「Q2．具体的・現実的な成果が期待される

研究テーマはありましたか？」「Q3．今後発展性が期待

されるテーマはありましたか？」の3項目を聞いてみた

ところ、下図の結果となりました。以下、評価の高かっ

た研究について、「評価理由（評価された方の所属）」の

概略を報告します。

2．「映像を活用した統合型データモデルの研究」
「株式会社環境風土テクノ」取締役 須田清隆氏による

研究で、Q1～Q3の3項目とも1番高い評価を得た研究で

した。評価の理由として「実用性が高い（IT関連）」「映

像の効果的利用が見込まれる（設計コンサルタント）」「既

存技術を利用し成果が見込め、いろいろな分野で活用可

能と感じた（IT関連）」「映像を活用した施工管理、技

術者育成への利用などで効果がありそうである（総合･

専門建設業）」「使いやすいシステム（IT関連）」「映像

によりいろいろな分析、伝統の継承が期待できる（総合

･専門建設業）」等が寄せられました。

3． 「CIMに対応するための地盤情報共有基盤ならびに
三次元地盤データモデル標準の検討」

「一般社団法人全国地質調査業協会連合会」専務理事 

土屋彰義氏による研究で、Q1，Q2の2項目でいずれも2

番目に高い評価を得た研究でした。

評価の理由として「手引きの今後の活用に興味がある

（IT関連）」「最も基礎となる技術となる（官庁）」、「新

たな発想の研究発表だったので興味がある（財団）」「完

成度が高く実用性が高い（測量業）」「業務に使えそうで

ある（設計コンサルタント）」「これまでの蓄積があり実

用的である（財団）」等が寄せられました

4． 「ALOS-2/PALSAR-2データを用いた新潟県の山
地・丘陵における地すべり性地表面変動のモニタリ
ングに関する研究」

「新潟大学理学部自然環境科学科」准教授 奈良間千之

氏による研究で、Q2で3番目、Q3で2番目に高い評価を

得た研究でした。評価の理由として「合成開口レーダに

期待する（IT関連）」「リモートセンシング技術を活用

している（設計コンサルタント）」「ALOS-2のデータ活

用に興味があり、今後データがもっと増えることでいろ

いろな事象の検証ができると思われる（総合･専門建設

業）」「SARレーダーの成果を災害予防に役立てる手法

が実用的（IT関連）」等が寄せられました。

5．上記3研究の概要
JACICnewsでは上記3研究の概要について、次回3月

号から5月号で報告する予定です。

（建設情報研究所　首席研究員　宮川勇二）

｢第14回 研究助成事業成果報告会｣の開催報告（その2）
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①BIMを用いた文化財建造物の修繕･利活用計

画策定と維持管理に関する研究

⑧既存ダム施設の3次元モデル化に関する3次
元計測技術の有効性検証と最適詳細度解明に

関する研究

⑰工事日報を活用した新しい施工プロセス検査

及び歩掛り調査手法の開発

⑬ALOS-2/PALSAR-2データを用いた新潟県の山

地・丘陵における地すべり性地表面変動のモニタ

リングに関する研究

②CIMに対応するための地盤情報共有基盤なら

びに三次元地盤データモデル標準の検討

③映像を活用した統合型データモデルの研究
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⑨BLEによる建物内の人員行動計測技術の開発

⑯オ－プンソースGISによる詳細降雨情報の一元

管理と土砂災害等の瞥戒避難支援情報への活

用に関する研究
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⑰工事日報を活用した新しい施工プロセス検査

及び歩掛り調査手法の開発

⑨BLEによる建物内の人員行動計測技術の開発

⑩防災教育に資するAR災害映像データベースの

開発

②CIMに対応するための地盤情報共有基盤なら

びに三次元地盤データモデル標準の検討

③映像を活用した統合型データモデルの研究

具体的・現実的な成果が期待できる研究テーマ(BEST5)興味を持った研究テーマ(BEST5) 今後,発展性が期待される研究テーマ(BEST5)
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1．はじめに 
平成28年10月16日から11月6日にかけて、欧州・米国

におけるBIM/CIMへの取り組み状況等を調査しました。
そのうち、平成28年10月31日から11月6日にかけて行っ
た米国調査について報告します（表-1）。

表-1　調査団名簿
氏名 所属

矢吹　信喜 大阪大学　教授
皆川　勝 東京都市大学　教授
蒔苗　耕司 宮城大学　教授
影山　輝彰 JACIC 研究開発部
児玉　直樹 JACIC 研究開発部
阿久澤孝之 JACIC 研究開発部
空閑　栄慈 JACIC 積算システムセンター
藤澤　泰雄 （一社）Civil ユーザ会
福地　良彦 （一社）Civil ユーザ会
有賀　貴志 （株）コンポート

２．調査結果の概要
今回の調査では、米国政府機関・大学でのBIM/CIM

活用の検討状況やICT企業の最新動向の把握を目的とし
ました。

（１）FHWA：アメリカ連邦道路管理局
米国運輸省の高速交通の専門機関である同機関が開発

した「Bridge Information Modeling（BrIM）」について、
担当者のRoger Grant氏へ調査を行いました。
・ 橋梁の設計・施工段階での異なるソフトウェア間の

データ交換仕様であり、既存スキーマの調査の結果、
最も対象範囲が広いIFC※を採用した。

※プロダクトモデル（3次元モデル含）のデータ交換標準
・ 実際の設計事例でモデルを作成し、複数のBIMソフト

ウェアに取り込みができることを確認した。

図-1　各BIMソフトウェアでの取込結果

（２）Autodesk社 ボストンオフィス
世界有数のCADベンダの米国東海岸の拠点オフィス

で、同社のBIM/CIMソフトウェアの開発担当者に最新
の開発動向について調査を行いました。
・ Revit（BIM用ソフトウェア）では、10年前からIFC

に対応。IFC2x3からIFC4へのバージョンアップで、
より複雑な形状が交換できるようになった。

・ Civil3D（土木設計用3次元CAD）では、SNSを介して
利用者からの要望について積極的に対応中。IFC-
Alignment（線形の交換標準）に対応、InfraWorks360
でも対応予定。

（３）イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校
同校の研究成果「Visual Production Management sys-

tem」について、Mani Golparvar-Fard准教授らと、意
見交換を行いました。
・ SaaS形の情報システムであり、WEBブラウザ上で

4D-BIMモデルと、UAV（ドローン）で撮影・取得し
た点群モデルと関連付け、工事の進捗管理を行う。

・ CLARK CONSTRUCTION社 が 受 注、 施 工 を 行 う
「McCormick Place Hotel Project」の施工現場に導入
し、週間工程調整で検証を行っている。

図-3　Visual Production Management system画面

（４）Topcon社　SolutionCenter
海外売上高7割を超える日本企業のトレーニングと開

発のための施設で、同社のソリューションの最新動向の
調査を行いました。
・ 「計測・センシング技術」「画像処理技術」「クラウド

コンピューティング技術」等の様々な技術を融合する
ことで、情報化施工・インフラ整備等のソリューショ
ンで事業拡大を図っている。

写真-1　情報化施工建機のデモ風景

（研究開発部　主任研究員　阿久澤孝之）

CIM海外調査報告（２） ～米国調査～
CIMコーナー

図-2　Autodesk社のIFC対応製品一覧（2017年度）
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JACIC情報では、測地技術をテーマとしたものは96

号（H21年）の特集「宇宙基本法と宇宙からの国土観測」

以来となります。この間、車のナビゲーションシステ

ムや携帯機器などへの利用普及の拡大は周知のとおり

であり、更に最近では建設分野において、GNSSを使っ

た施工管理の新しいツール等がどの程度実際の現場に

おいて活用されているのか？や、地下空間への利用拡

大はどの程度進んでいるのか？などの関心が高まって

います。

本特集では、最近の測地技術やGNSS関連事項に関

する建設分野の最新動向について、国、大学等の研究

機関、および民間での取り組みなどを紹介します。
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　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）
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近畿地方センターにおける平成28年度のこれまでの主
な活動状況と活動予定をご紹介します。
■「電子入札近畿連絡会議」の開催

平成28年6月28日（火）に、グランフロント大阪（大
阪市北区）にてJACIC主催の「電子入札近畿連絡会議」
を開催しました。

本会議はユーザ間の意見交換を行うと共に要望をお聞
きするものです。国土交通省 近畿地方整備局、7府県（福
井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山）と28市町・
13公社等（内 オブザーバー4団体含む）、合計49機関・
78名の入札・契約担当者にご出席いただき、活発な意見
交換等を行いました。

写真-1　電子入札近畿連絡会議の様子

■「RCCM資格試験受験準備講習会」の開催
平成28年7月26日（火）に、大阪YMCA国際文化セン

ター（大阪市西区）にてJACIC主催の「RCCM資格試験
受験準備講習会」を開催しました。

本年度は約250名に受講いただきました。内、賛助会
員23名には、本講習会を会員特別価格（30％OFF）に
て受講いただきました。
■「建設技術展2016近畿」

JACICは、マイドーム大阪（大阪市中央区）にて、平
成28年10月26日（水）・27日（木）の二日間開催された「建
設技術展2016近畿」に共催、出展しました。

開催16回目を迎えた当日のブースでは、Photog-CAD
（災害査定効率化支援システム）、CIM他建設関係の各種
情報に関する技術についての展示等を行いました。2日
間で15,106名が来場され、JACICブースでは234名が熱
心に説明を聴いてくださいました。

ご来場ありがとうございました。

■「府県地域発注者協議会」にて情報提供
近畿管内の府県ならびに府県内の市町村等の各発注者

が、公共工事の品質確保の促進に向けた取組みに関する
情報交換や連絡調整などを行う「府県地域発注者協議会」
にて、各自治体の入札契約担当者等にコリンズ・テクリ
スの重要性等について説明を行いました。
■「けんせつビデオセミナーin豊岡」の開催

JACIC、（一社）近畿建設協会の共同主催、及び（公社）
土木学会の後援で、平成28年11月30日（水）に、（一社）
近畿建設協会 豊岡支所にて「けんせつビデオセミナー
in豊岡を開催し、国・自治体及び地元企業より計43名に
ご参加いただきました。

ビデオセミナーは、都市部で開催されるセミナー等に
ついて遠方のため参加できない地方における技術者にも
聴講する機会を提供し、最新の情報を共有してもらうこ
とを目的としています。

近畿地区初の開催である今回は「i-Construction」を主
なテーマとしました。次回は平成29年3月1日（水）に、和
歌山市において開催する予定です。詳細が決定し次第、近
畿地方センターのホームページに掲載しますのでご覧下さい。

http://www.jacic.or.jp/locality/kinki/

■市町村への普及促進活動
近畿地方センターでは、コリンズ・テクリスや電子入

札コアシステムの導入効果等について個別に近畿の各市
町村を訪問し説明させて頂いています。また、JACICシ
ステムの試用サービスのご相談やCIM、Photog-CAD講
習会開催のご要望もお受けしていますのでお気軽にお問
い合わせください。

（近畿地方センター長　沢田道彦）

写真-4　セミナーの様子

近畿地方センターの活動報告
地方便り

写真-2　開会式の様子

写真-3　JACICブースの様子

http://www.jacic.or.jp/
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