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1．はじめに
国土交通省は、平成29年3月に平成29年度以降のCIM

導入に向けたガイドライン・基準類を公表しました。
公開URL：国土交通省「技術調査関係－CIM」

http://www.mlit.go.jp/tec/it/index.html
公表された「CIM導入ガイドライン（案）（以降、本

ガイドライン）」は、平成28年6月に国土交通省が設置し
た「CIM導入推進委員会」で産学官（JACIC含む）が一
体となり検討の上、策定されたものです。

本ガイドラインの概要や内容の要点などについて紹介
します。

2．CIM導入ガイドライン（案）概要
（1）ガイドラインの目的、位置づけ、対象

公共事業に携わる関係者（発注者、受注者等）がCIM
を円滑に導入できることを目的に作成されています。本
ガイドライン記載の作業手順、留意点、モデル作成指針、
活用事例等を参考に、適用事業の特性や状況に応じて受
発注者で判断の上、モデル作成や活用を行うもの、とさ
れています。

将来的には2次元図面から3次元モデルへの移行による
業務変革や生産性向上等が期待されるものの、平成29年
度版では「現行の契約図書に基づく2次元図面による発
注・実施・納品」を前提に、設計・施工分離方針による
業務・工事が対象となっています。

（2）ガイドラインの構成と対象工種
共通編（第1編）と各分野編（土工編、河川編、ダム編、

橋梁編、トンネル編）の全6編で構成されており、利用
者は各編を組み合わせて使用します。

なお、土工編（第2編）については「ICT土工」の要領・
基準類に基づき、発注者・受注者が行うべき事項が示さ
れています。

3．CIM導入ガイドライン（案）共通編
CIMおよびCIMモデル作成・活用の基本的な考え方や、

各分野共通で行う測量、地質・土質のモデルの考え方が
示されています。

（1）CIMモデルの定義・構成
CIMモデルとは『対象とする構造物等の形状を3次元で

表現した「3次元モデル」と「属性情報」を組み合わせた
もの』と定義されています。また、構造物モデル、地形モ
デル等の各要素単位のCIMモデルと、それらCIMモデルを
統合して活用する「統合モデル」の考え方が示されています。

（2）CIMモデル詳細度
作成するCIMモデルの作り込みレベル（目安）を示す

ものとして、CIMモデル詳細度が示されています。

 

ニュースと解説

国土交通省「CIM導入ガイドライン（案）」の公表

線形モデル 土工形状モデル 地形モデル

構造物モデル 地質・土質モデル 広域地形モデル

統合モデル

構造物の中心線形の3次元モデル 盛土、切土等の横断面3次元モデル 現況地形の3次元モデル

構造物や仮設構造物の3次元モデル
および属性情報

地質・土質調査の成果を、3次元空間
にCADデータとして配置したモデル

対象地区を含む広域な範囲の地形、
建屋等の3次元モデル

それぞれのCIMモデルを組み合わせ、全体の把握等に活用するモデル

出典：国土交通省　第3回CIM導入推進委員会資料

CIMモデル詳細度（橋梁の例）

出典：「土木分野におけるモデル詳細度標準（案）」
社会基盤情報標準化委員会 特別委員会

詳細度
工種別の定義

構造物（橋梁）のモデル化 サンプル

100 対象構造物の位置を示すモデル
（橋梁）橋梁の配置が分かる程度の矩形形状もしくは線状のモデル

200 構造形式が確認できる程度の形状を有したモデル
（橋梁）対象橋梁の構造形式が分かる程度のモデル。
上部工においては一般的なスパン比等で主桁形状を定める。モデル化対象
は主構造程度で部材厚の情報は持たない。
下部工は地形との高さ関係から概ねの規模を想定してモデル化する。

300 主構造の形状が正確なモデル
（橋梁）計算結果を基に主構造をモデル化する。主構造は鋼鈑桁であれば
床版、主桁、横桁、横構、対傾構を指す。また、添接板等の接続部形状はこ
こでモデル化する。
下部工は外形形状および配置を正確にモデル化。

400 詳細度300に加えて接続部構造や配筋を含めてモデル化
（橋梁）桁に対してリブや吊り金具といった部材や接続部の添接板の形状と
配置をモデル化する。また、主な付属物（ジョイントや支沓）の配置と外形を含
めてモデル化する。接続部構造（ボルトはキャラクター等で表現）、床版配筋
や下部工の配筋をモデル化する。さらに、各付属物の形状と配置を正確にモ
デル化する。下部工は配筋モデルを作成すると共に、付属物の配置とそれに
伴う開口等の下部工の外形変化を追加する。

500 － －
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本詳細度には、「社会基盤情報標準化委員会 特別委員
会」（事務局：JACIC）での検討成果が採用されています。
本詳細度を参考に、受発注者間の事前協議を行い、CIM
モデルの作り込みレベルを決定します。

（3） CIMモデル作成　事前協議・引継書シート
CIMモデルを各段階にわたり共有し、有効活用してい

くため、受発注者間協議で決定するCIMモデル作成の目
的、詳細度、作成範囲や留意点等を記録し、次工程へ引
き継ぐための様式が示されています。

（4） 測量、地質・土質
地形モデルに必要な精度、作成方法や、地質・土質モ

デル作成の基本的な考え方が示されています。
（地質・土質モデル作成に関する基本方針）
・モデルを作成する時点の地質・土質調査の成果を基に作成する。

・作成した地質・土質モデルには推定が含まれることや、設計・施工の地質リスクに

ついて、必ず記録し継承する。

・活用する目的・用途を踏まえ、モデルの精度向上や地質リスク低減のための

追加地質・土質調査について、必要に応じて計画・実施する。

（地質・土質調査の成果を、3次元空間にCADデータとして配置したモデル）

ボーリング柱状図 地質平面図 準3次元地質断面図（※１）
（※１）現行の成果物の地質縦断図・横断図を3次元空間に配置したもの

 出典：国土交通省　第3回CIM導入推進委員会資料

4．CIM導入ガイドライン（案）各分野編
測量、地質・土質、調査・設計、施工、維持管理の各

段階において、発注者、受注者それぞれの役割、参考と
すべき指針・目安等が示されています。

CIMモデルは、調査・設計段階で作成・活用するとと
もに、施工段階や維持管理段階に引き継ぎ、活用・更新
を行います（当面、施工段階から作成する場合もあります）。

測量　地質・土質 調査設計 施工 維持管理測量　地質・土質
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4.7
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5.1
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被災時の確認等）

5.2

CIMモデル
活用

5.23.2 4.2
2.2

 
出典：国土交通省 CIM導入推進委員会「CIM導入ガイドライン（案）」

（1）測量、地質・土質、調査・設計、施工の各段階
主に次の事項が示されています。

・ 各段階の発注者・受注者が行う事前協議事項
・ 測量段階で取得する3次元データの精度、密度等
・ 地質・土質調査段階で作成する地質・土質モデルの作

成指針
・ 設計段階で作成するCIMモデルの作成指針、各段階で

付与すべき属性情報
・ 施工段階でのCIMモデルの確認方法、活用方法

（2）維持管理段階
維持管理段階への移管時の作業や、維持管理での活用

方法（ユースケース）が例示されています。

出典：国土交通省　第3回CIM導入推進委員会資料

5．「CIM事業における成果品作成の手引き（案）」
CIM事業（業務・工事）において、作成又は更新した

CIMモデルを電子納品するための下記の規定が示されて
おり、CIM導入ガイドライン（案）と併せて使用します。

・ フォルダ構成、ファイル命名ルール
・ 納品ファイル形式
・ 納品時のCIMモデル成果品の確認方法 等
納品ファイル形式は、『オリジナルファイルでの納品

を行い、国際標準の採用を念頭に置いて、現時点でソフ
トウェア製品がIFC及びLandXMLに対応しているモデ
ルについては、同ファイル形式による納品を求める。な
お、上記ファイル単独で完全なデータ交換や有効活用が
行えない当面の間は、両ファイルの納品を求める』とさ
れています。

各CIMモデルの納品ファイル形式

CIM モデルの分類 納品ファイル形式
・バージョン等

構造物モデル IFC 2x3 ※ 1

及びオリジナルファイル
線形モデル、土工形状モデル、
地形モデル、広域地形モデル

LandXML 1.2 ※ 2

及びオリジナルファイル
地質・土質モデル オリジナルファイル
統合モデル オリジナルファイル

※1 buildingSMART JAPAN「土木モデルビュー定義」
※2   国土技術政策総合研究所「LandXML1.2に準じた3次元設計データ交

換標準（案）」
出典：国土交通省　「CIM事業における成果品作成の手引き（案）」

（研究開発部　主任研究員　阿久澤孝之）
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（一財）日本建設情報総合センターでは、JACICの目的に合致した建設分野における情報・システムを活用した調査
研究を対象に研究助成を行っており、平成29年度は以下のとおり助成の対象を公募しています。

平成29年度の公募内容については、昨年度から以下のような変更を行なっています。
・ 研究助成の課題について従来の指定課題、自由課題の区別を廃止するともに、「AIを活用したシステムサービス

に関する研究」など、新たな課題の設定を行なっています。
・ 研究助成額の上限を拡大したほか、若手研究者の研究を促進するため若手研究者枠を設けています。

なお研究成果については、毎年度実施する報告会において研究者の方から研究成果を報告いただくとともに、各研究
の報告書をJACICのホームページに掲載しています。（URL : http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html）

また平成28年度の報告会の概要、及び報告会で行なったアンケートで評価の高かった研究の概要については、当
JACICnewsにおいて「2017.1月号」より報告・紹介しています。

JACICnews 掲　載　内　容
2017. 1 報告会の開催報告
2017. 2 アンケート結果の概要
2017. 3 「映像を活用した統合型データモデルの研究」紹介（株式会社環境風土テクノ 取締役 須田清隆氏）
2017. 4 「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」紹介

（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）
2017. 5 「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」紹介（新潟大学理学部自然環境科学科 准教授 奈良間千之氏）

1．公募期間：平成29年4月17日～平成29年6月30日
2．研究助成の課題：

⒜ 建設情報の標準化に関する調査研究
⒝ 3 次元データモデルの利便性、操作性の向上に関する調査研究 
⒞ データベースの連携によるビジネスモデルの創出に関する調査研究
⒟ 3 次元データの活用による生産性の向上に関する調査研究
⒠ 3 次元データの活用による土木構造物の維持管理技術に関する調査研究
⒡ 土木構造物の維持管理に適したデータ交換、データ仕様に関する調査研究
⒢ i-Construction の推進に関する調査研究
⒣ IT プロジェクトマネジメント（情報システムの企画～運営に至るプロジェクトマネジメント）に関する調査研究
⒤ 映像技術・観測技術を活用した点検・維持管理技術に関する調査研究
⒥ AI を活用したシステムサービスに関する調査研究
⒦ 建設分野の情報技術者の育成に関する調査研究
⒧ 市民学習（インフラ整備・管理や防災等）への活用に関する調査研究
⒨ その他（上記⒜～⒧以外で、JACIC の業務に関連する課題）

3．助成対象者：  上記研究項目に関心を有する大学、高等専門学校、民間 （各種団体が運営する委員会等も含む） 等 の
研究者とし、学識経験者等による審査のうえ決定します。

4．助成期間	 ：   助成期間は、原則、平成29年9月1日から平成30年11月30日まで（1ヵ年）もしくは平成31年11月30日
まで（2ヵ年）とします。

5．助成金額	 ：��

2 ヵ年の研究 ：助成額 600 万円以内　　　助成件数　3 件以内
1 ヵ年の研究 ：助成額 300 万円以内　　　助成件数　未定
　　　上記以外に若手研究者（平成 30 年 4 月 1 日時点で満 35 歳以下）の研究（期間 1 ヵ年）
 ：助成額 100 万円以内　　　助成件数　3 件以内 

公募案内の詳細は、JACICのホームページ（URL：http://www.jacic.or.jp/josei/h29/）に掲載していますので、確
認のうえ、ご応募ください。

なお、JACIC30周年記念事業として実施していた助成額・件数の拡大は平成28年度で終了しています。
（平成28年度は指定課題14件、自由課題2件の研究を採択しています。）

問合せ先　　一般財団法人　日本建設情報総合センター　建設情報研究所　　宮川　勇二　　　
TEL：03-3584-9518 ／ FAX：03-3505-0414　Ｅ-mail：grant-prog@jacic.or.jp　　　

（建設情報研究所　首席研究員　宮川勇二）

平成29年度 （一財）日本建設情報総合センター研究助成公募案内
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今月号では「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「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」について概要を紹介します。

なお、本研究は「建設分野の情報化の企画、提案、標
準化に関するもの」として助成採択された1年間の研究
です。奈良間氏は「DInSAR法は，2時期のマイクロ波
の衛星データを干渉させ、その位相差から地表面の変動
箇所や変動量を広域で把握する手法であり、ある特定の
地すべりや広域の地表面変動のモニタリングに有効であ
る。」と述べています。

1．目的・概要
本研究は、ALOS-2/PALSAR-2データ等を用いた解析

から、新潟県等における地すべり性地表面変動を捉え、
それらのモニタリング手法を検討したものです。この手
法により強地震が発生した直後のみならず、数ヶ月以上
の地形変化のモニタリングを広範囲で実施でき、地すべ
りによる二次災害の発生防止に役立てることが可能とな
ります。

※ALOS-2：日本陸域観測技術衛星だいち（観測周期14日）
※ PALSAR-2：Ｌバンド地表可視化マイクロ波レーダ（分解能1

～3ｍで多植生地域の観測に適する）

2．解析結果
①DInSAR解析

DInSAR解析により、既知の地すべり地形がある箇所
で有意な変動斜面を検出・認定しました。今回検出でき
た面積は0.045～0.75km2、平均傾斜角は3.1～37.0度、斜
面長はおおむね200ｍ～1,800ｍでした。

また2014年～2016年の間に、地震の発生に伴い変動の
あった斜面と、地震発生時には変動がみられなかったが
その後変動している斜面を、それぞれ検出できました。

※ DInSAR解析：2時期のデータの位相差から地表面変位を抽出
する解析法

②RGB混合法
DInSAR解析に用いる画像では捉えられないような、

斜面の形状が著しく変化した箇所を捉える方法として
RGB混合法に取り組みました。この手法で検出できる
崩落斜面は、フォアショートニングの影響を受けない斜
面であり、かつ、10mDEMメッシュを用いる場合は斜
面長が100ｍ程度の規模以上のものであることが整理で
きました。

※ RGB混合法：2時期の地表の散乱強度をRGBカラー合成して
散乱強度変化を抽出する手法

③変動斜面の認定に関する検証
上記DInSAR解析、RGB混合法とあわせて、航空レー

ザ測量データを用いた微地形判読、及び現地における地
形調査とGNSS測量も実施し、DInSAR解析、RGB混合
法との比較、検証も実施しています。

3．今後の活用性
変動斜面の認定には、明瞭な位相変化を確認できる場

所と地形との位置関係、衛星視線方向と変動方向の整合
性、画像の干渉性を示すコヒーレンス値の高さなど、認
定方法や画像選定の際に留意すべき点はあるものの、未
知の地すべり地を検出・認定する具体的な手法として、
ALOS-2/PALSAR-2データを用いた解析手法を定義でき
ました。

DInSAR解析は、①広範囲の地表面変動を面的に把握
できる、②地上観測設備を必要としない、③昼夜・天候
の影響を受けずに観測を行なうことができる、という大
きな特長を有しており、この手法を今後有効に活用する
ことにより、斜面変動解析、変動規模、変動速度等を簡
易に推定でき、場所によっては対策工や詳細な測量の必
要の有無の検討に役立てることができます。

（ 詳細はJACICHPに掲載の報告書、及び報告会時の説明
スライド、動画をご覧ください。

　http://www.jacic.or.jp/josei/itiran.html

（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5）

（ 例：中越沖地震発生時には変動していないが、その後約1年間で
変動が検出された箇所）
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JACIC便り

「国際土木委員会事務局準備室」の設置
～標準化に関する国際対応に向けて～

2012年4月に当時の佐藤 国土交通省技監が「CIMのス
スメ ー 建設生産システムのイノベーションに向けて」
というタイトルで講演され、CIM（Construction Infor-
mation Modeling/Management）という言葉が日本で初
めて公に発表されてから5年が経ち、また3月には国土交
通本省が「CIM導入ガイドライン」を策定し、我が国の
土木分野においてもCIMの活用がまさに本格的に実施さ
れる時期が到来しました。

一方、諸外国ではすでにBIM（諸外国では土木も建築
もBIMとして実施）が 着々と進められており、英国で
は2011年5月に発行した「政府建設戦略」において「中
央省庁が調達する公共建設プロジェクトすべてに対して

『3次元BIM導入』が2016年までに義務付け」られ、また
フィンランド等ではそれよりもさらにBIM化を進めてい
ることは、すでにJACICnews1、2月号の「海外調査報告」
においてお知らせしたとおりです。

このようななか、「建設業界でデータの相互運用を可
能にすること」をビジョンとし、「プロジェクトのライ
フサイクルを通して、各業種とソフトウェア・アプリケー
ションで使用する共有データの仕様の定義、利用の推進、
そして広報をすること」をミッションとする「building 
SMART International」（以下「bSI」という。）が開発・
運用する国際規格Industry Foundation Classes （IFC, 
ISO16739）に、諸外国で対応しつつある状況になって
います。アジアでも特に中国が鉄道関係、韓国が道路関
係に力を注ぐなど、政府機関と一体となった取り組みを
推進しています。　

このような国際情勢に対応するため、「社会基盤情報
標準化委員会」を運営することにより、国内の標準化に
貢献してきたJACICが、bSIの日本の窓口である「building 
SMART JAPAN」（以下「bSJ」という。）と共同して「（仮
称）国際土木委員会」を設置することにし、そのための
準備室を4月1日付でJACIC内に設置しました。

 （仮称）国際土木委員会の位置づけ・役割は下図のと
おりを予定しており、今年夏～秋頃の発足を目指して、
bSJと十分調整を図り、国土交通本省にも協力を仰ぎな
がら、準備を進めていく予定です。

国際標準化の体制検討、平成29年度ＩＦＣ採用の検討状況

■国際標準化の検討体制に必要な要件
ｂSＩ国際会議に対する日本の対応を検討するための組織を構築することが必要であり、組
織に求められる主な要件について、下記のとおり整理した。

⇒これらの要件を踏まえ、ＪＡＣＩＣとbuildingSMART Japanで「国際土木委員会（仮称）」
を共同して設置し、標準化に関する国際対応を実施予定

①bSIのInfraRoomのプロジェクト等に対し、日本の対応を検討
②IFC普及対応、国際標準化動向の国内周知
③ＩＳＯの標準化プロセスの参画
④bSIプロジェクトに関する実構造物等を用いた評価、IFCの日本での活用方法の検討

■平成29年度からのIFCの採用に関わる検討状況
●平成28年度中の検討・整備

 現行のIFC仕様で、土木構造物でもデータ交換可能な範囲を検討
「交換範囲＝ ３次元形状および属性（外部参照のみ）」

⇒同交換範囲でのデータ交換仕様「土木モデルビュー定義」策定【担当：bSJ】
⇒同交換仕様に基づく各ソフトウェアの対応、実モデルでの確認【担当：OCF】

●平成29年度以降：CIM活用業務・工事へのフォローアップ
 IFC検定に関する準備、メーカへの情報提供等【担当：bSJ】
 ソフトウェア利用者への情報提供・サポート【担当：OCF】

（国土交通本省「第3回CIM導入推進委員会」資料より）

（参考）　bSJ 
○   建設業におけるコンピュータを介した情報交換・

情報共有に役立つ国際的な標準データ形式の開発
とその普及を促進する。

○   bSIが提唱するIFCの整備に協力し、その規格の日
本における開発・普及を促進する。

http://www.building-smart.jp/

（国際土木委員会事務局準備室　宮川勇二）

（国土交通本省）

要領基準改訂WG

特別委員会

幹事会

国内意思の照会・確認・対応

要請・指示

bSI

・bSI
・英国
・米国

報告・制度化（基準等）

※ 対応する組織は柔軟に決定

ＪＡＣＩＣ

ｂＳＪ

国内意思の反映

国際土木
委員会

小委員会
（新たな設置or公募 等）

（bSJ+JACIC）

事務局

社会基盤情報
標準化委員会CIM導入推進委員会
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九州地方センターは九州7県と沖縄県を含むエリアを
担当しています。JACICが提供している建設関係のシス
テムを受発注者に対しての利用促進とフォローを行って
います。また、新しい技術であるCIM等の普及、調査受
託業務等、様々な形で地域支援を行っています。
■「土木の日ファミリフェスタ2016」

平成28年10月16日（日）に海の中道海浜公園で「土木の
日ファミリ－フェスタ2016」が開催され体験版電子入札
システムを出展しました。

当日は、天候が悪く小雨も降っていましたが、来場者
も多く、各ブースで盛り上がっていました。

また、JACICブースにも200人程の訪問があり、電子
入札体験ゲームを楽しんでいました。

■「九州建設技術フォーラム2016	in	福岡」
平成28年10月17日（月）～18日（火）に福岡国際会議場

で「九州建設技術フォーラム2016 in 福岡」が開催され
「CIM」と「建設副産物・建設発生土情報交換システム」
と「地方自治体向け積算システム」と「Photog-CAD」
の出展と「CIM」のプレゼンテーションを行いました。
来場者数は2952人の方が来場者されました。

また、JACICへの訪問者300人程が来られて熱心に説
明を受けられていました。

■「コリンズ・テクリス検索システム普及活動」
未導入の市町村に対して、訪問説明会を福岡県、佐賀

県、熊本県、鹿児島県の地方自治体で実施し、新たな利
用（試用）申し込みも増えてきています。特に熊本地震
の被災地自治体から複数の利用申込がありました。この
システムが復興に少しでもお役に立てばと思っております。
■CIM（普及活動）

河川・ダムの管理にCIMを導入して効率化を図ってい
こうという取組を行っています。熊本大学の小林教授、
九州地方整備局、コンサル、JACICと連携して管理の見
える化のルール作りをしています。

河川についてはベースとなる河道管理の見える化を行
うためにCIMを用いて全河川に適用できる『基本フレー
ム』を作成し、それを核にして河川毎に「目的別フレー
ム」を追加していく仕組みを作り上げました。

また、ダムにおいても調査、設定、施工、管理の4ステー
ジのダムにおいてCIMの試行を行いダム管理に活かせる
ダム管理CIMの構築を今後行って行く予定です。

＜予告＞
■電子入札コアシステムユーザ会議の開催

平成29年度第1回電子入札コアシステムユーザ会議（九
州ブロック）を6月に実施を予定しています。
■「RCCM資格試験受験準備講習会」の開催

平成29年8月3日（木）沖縄産業支援センター、平成29
年8月8日（火）FFBビルとの2箇所で開催を予定してい
ますので多くの受講者をお待ちしています。
■「土木の日ファミリフェスタ2017」

平成29年度も10月に実施予定ですので、多くの参加を
お待ちしています。
■「九州建設技術フォーラム2017 in 福岡」

平成29年10月18日（水）～19日（木）に福岡国際会議場
で「九州建設技術フォーラム2016」が開催されます。
CIMや積算システム等を関する展示しますので多くの参
加者をお待ちしています。

（九州地方センター長　大塚強史）

九州地方センター活動報告
地方便り
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平成29年3月22日に開催された理事会において、平成

29年度JACIC事業計画が承認されました。以下にその概

要を紹介します。

 

■基本方針

JACICが開発・運用してきた建設情報システム群を「全

体的かつ一体的に運用」及び「継続的かつ安定的に運用」

することにより、建設情報分野の要請に応えるとともに、

それらシステムの「更なる高度化」を推進していくこと

を事業活動の基本としています。

【地方公共団体支援】

特に、改正品確法等に基づく公共工事の発注関係事務

の適切な実施や、社会資本の維持管理業務など、国が目

指す施策の地方公共団体への浸透や拡大に関して、地方

公共団体が抱える様々な課題の解決に当たって、JACIC

建設情報システム群の利活用を推進し支援するととも

に、総務省の提言する『新たな自治体情報セキュリティ

対策の抜本的強化』により地方自治体それぞれが実施す

ることとなる様々な施策に関して、JACIC建設情報シス

テム群の利便性が確保され更に活用が推進されるよう十

分な支援を実施します。

【CIM、i-Construction】

また、昨年度に国土交通省によりガイドラインが策定

されたCIMの定着と普及のための各種活動や、国の新し

い取り組みである『i-Construction』への協力の継続など、

JACICがこれまで培ってきた技術をもって積極的な社会

貢献を実施します。

■建設情報化推進事業

当事業は、公益事業として実施する事業です。

▲ 自主研究開発事業

ICTを駆使した業務の効率化、品質や安全・施工性の

向上等を目的とする ｢CIMに関する研究｣ として、調達

制度に関する研究、地下埋設物の可視化に関する研究、

維持管理用システムに関する研究に注力する他、CIM

チャレンジ研修の実施やCIM導入ガイドラインに関する

建設業界団体への支援を行います。

また、社会基盤情報標準化委員会を運営し、情報の標

準化を図るとともに、buildingSMART Japanと共同し

て「国際土木委員会（仮称）」を設置し、標準化に関す

る国際対応を実施します。

▲ 研究助成事業

若手研究者への支援枠を設けるなど、効果的な助成に

向けて枠組みを再編して実施します。

▲ 広報事業

公共工事の品質確保の観点から、技術者継続教育

（CPD）に資するセミナーの地方開催を引き続き実施す

るほか、JACICの事業成果を広く社会に普及させること

を目的として、研究所発表会等の開催、機関誌の発行等

の広報事業を展開します。

▲ 建設分野の国際貢献に資する事業

建設分野の相互発展に資するための国際協力として、

4月に台湾で開催される国際会議「ICCBEI 2017｣ に論

文参加します。

■公共調達情報提供事業

発注機関の適正な業務執行の支援と効率化を目的とし

て、JACICが開発・運用するシステム群をもって公共調

達に関する必要な各種情報を提供します。

▲ 入札情報提供事業（統合PPI）

発注見通しの一元化を通じた利用者拡大に向け、市町

平成29年度JACIC事業計画について
JACIC通信
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村を対象としたサービスの検討を行います。

▲ コリンズ・テクリス事業

前回のシステム更新から約8年経過したことから、抜

本的システム改良に着手します。改良に当たっては、こ

れまで蓄積された登録企業・発注機関からの要望等を再

整理し、顧客満足度の更なる向上に資するよう、「より

使いやすいシステム」を目指します。

また、改正品確法の趣旨を踏まえて全国統一の指標案

として設定された「設計変更の実施工事率」及び「平準

化率」に関するデータをコリンズデータから作成し、引

き続き国土交通省に提供します。

■公共調達支援システム事業

公共工事の入札・契約に係わる業務の効率化を支援す

る各種システム事業及びそれらに関連する調査研究開発

事業を実施します。

▲ 積算システム事業

改正品確法に基づく積算システムの各発注者間におけ

る標準化・共有化の推進に資するため、JACIC積算シス

テムのIDCによるASPサービスの拡大を通じて、市町村

を含む地方公共団体に向けた更なる土木工事標準積算基

準等の適切な改定・運用の支援を行います。

▲ 電子入札コアシステム事業

コアシステム利用団体からの要望を踏まえた改善・開

発を行うとともに、Javaアプレットが利用不可となった

場合の対策など、IT環境の変化に応じたシステム安定

運用のための対応を継続して実施します。

■建設情報提供サービス事業

建設事業の効率化、建設技術の向上を目的として建設

工事等に関する情報の提供・支援を行います。

▲ 建設副産物情報サービス事業

｢建設リサイクル推進計画2014｣（国土交通省）の推進

を支援するために、建設副産物及び建設発生土の情報交

換システムの更なる普及を図るとともに、5年ぶりの全

国副産物実態調査（センサス）の準備のために必要なシ

ステム改良を行います。

▲ 講習会等事業

JACICNETによる建設関連情報の提供、RCCM資格

試験受験者を対象とした建設コンサルタント業務に関す

る講習会の実施、CALS/EC資格の永久資格への切り替

え手続きの実施、建設技術審査証明協議会の一員として

の技術審査・証明・普及活動、等を行います。

■建設情報調査研究開発事業

JACICがこれまでに蓄積してきた様々な情報や技術を

活かし、建設情報システムに関する調査研究及び開発・

改良の支援を実施します。

CIMに関する調査研究では、CIMの導入推進や必要な

基準類の整備をするためのCIM導入推進委員会・WG等

への支援、CIMを実現するために必要となる社会資本に

かかわるデータモデルの構築に関する研究、関係者間の

情報共有基盤・有効活用をICTによって支援するシステ

ムに関する調査・研究を行います。

積算システムに関する調査研究では、国土交通省の新

たな積算方式である「施工パッケージ型積算方式」の定

着化に向けて、施工パッケージ合意単価の契約実績デー

タの分析等を支援します。

災害復旧効率化支援システム「Photog-CAD」につい

ては、災害査定支援目的に限らず、維持管理における日

常点検での利用など平常時利活用の拡大に関する検討を

継続するとともに、更なる利便者の拡大を図るための事

業方針の見直しを行います。

　（経営企画部長　木下章）

■編集・発行
〒107-8416　東京都港区赤坂7丁目10番20号アカサカセブンスアヴェニュービル
TEL.（03）3505-2981〈代表〉　FAX.（03）3505-0414
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html
JACICホームページ　 一般財団法人 

編集・構成　日本印刷㈱
電話　03-5911-8660

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

JACIC通信
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