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■ はじめに
国土交通省では、i-Constructionの一環として、土工

における調査・測量、設計、施工、検査の各プロセスに
3次元データを活用するICT土工を実施するため、平成
28年3月に新たな基準類を策定しました。その後ICT活
用工事での実践を踏まえて、平成29年3月には、同基準
類の一部を改訂するとともに、新たな基準類の追加策定
を行っています。

これらの基準類には、種々の測量技術に関するものが
多く含まれています。その測量技術を活用する主な場面は、

●「起工測量における3次元データ作成」
●「施工及び検査における出来高算出・出来形管理」

となっています。

■ 測量・調査・設計において
次の2つの基準が新設されました。

●UAVを用いた公共測量マニュアル（案）

いわゆるドローンで撮影した空中写真から3次元点群デー
タを作成するものです。撮影縮尺等によって、作成される
点群データの位置精度が異なり、後工程での利用方法（出
来形管理、起工測量、部分払い出来高計測）が異なります。

平成29年3月の改訂において写真のラップ率が見直され、
写真枚数、撮影時間、データ処理時間が短縮されています。

なお、UAVの安全な飛行を確保するための安全基準
（案）もあわせて公表されています。

●地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案）

地上に設置したレーザスキャナによって、地表面の精
密な形状を3次元点群データとして作成するものです。

航空機によるものと比較して狭い地域を簡便に計測でき
ますが、入射角が小さくなるため観測条件に制限があります。

■ 施工・検査において
　次のような各種の測量技術を用いた出来高算出要領や
出来形管理要領が新設または改訂されました。（それらに
対応した監督・検査要領もあわせて策定されています。）

●�ステレオ写真測量（地上移動体）による土工の出来
高算出要領（案）

　地上移動体は、GNSSやTSで自己位置情報を取得し、
またIMUや傾斜センサで姿勢情報を取得しつつ、地上
を移動しながらステレオ写真を撮影します。
　一度に計測できる範囲は狭いですが、作業は簡便で、
土工の出来高部分払い時の簡易数量算出に適しています。

●�空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領
（土工編）（案）

ニュースと解説

ICT土工の基準類における各種の測量技術

（3次元点群データ）
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●TSを用いた出来形管理要領（土工編）

●�TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土
工編）（案）

●RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案）

●�無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来
形管理要領（土工編）（案）

　これらは、各種の測量方法による土工の出来形管理要
領です。測量して得られた3次元データと3次元設計デー
タとの比較によって、土工の出来形を管理します。
　ドローンを用いる方法は、天候の影響や安全面での課
題がありますが、比較的広い地域を簡便かつ精度良く計
測することが可能です。
　TSやRTK-GNSSを用いる方法は、施工管理データを
搭載した機器によって出来形計測を効率的に行うもので
あり、計測個所をピンポイントに計測できることなどか
ら、小規模土工での活用に適しています。また、空中写
真測量やレーザ測量で生じた欠測個所の補足測量として
の利用も想定されます。
　レーザースキャナーを用いる方法は、計測の準備作業
や計測時間を軽減できるとともに、面的な3次元データ
を効率的に作成できるという特徴があります。

■ ICTの更なる活用
　国土交通省では、ICT土工の他、更なるICTの導入と
して、ICT舗装工、ICT浚渫工、i-Bridge（アイ･ブリッジ）
等に取り組んでいます。
　ICT浚渫工の技術基準では、海底地形の3次元データ
を作成する手法として、ナローマルチビームを採用して
います。

■ おわりに
　CIM（Construction Information Model ing ／
Management）の導入による生産性の向上においては、
3次元データを効率的に作成し活用することが重要です。
写真測量やレーザ測量は、面的な3次元データを作成す
る有効な技術ですが、その際の測量方法には、①航空機

（有人）を使用するもの、②UAVを使用するもの、③自
動車（MMS）を使用するもの、④地上に設置するもの
があり、それぞれの利点・欠点を考慮して、目的に応じ
た適切な測量方法を採用することが求められます。
（本稿中の図等は国土交通省のホームページから引用

しました。）

 （経営企画部長　木下章）

ニュースと解説

（マルチビームによる深浅測量）
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フリーソフト版Photog-CADのリリースに向けて
災害査定申請支援ツールPhotog-CAD（フォトジー

キャド）は、現在、有償版として150,000円＋消費税で
販売されていますが、より多くの方に活用して頂くため
平成29年10月を目途に有償版に加えてフリーソフト版を
リリースする予定で進めています。

フリーソフト版では、有償版にある「災害総合単価の
読み込み」機能及び査定設計書に記載されている「工事
費内訳書」の作成機能等がなくなる予定です。

また、フリーソフト版は、サポート対象外となります
が、有償版と同様に日本国内で入手し、国内で利用する
ことを条件に使用することができます。

なお、フリーソフト版のリリース時期と同時期に、シ
ステム改良した有償版をリリースし、Photog-CADユー
ザには無料配付する予定です。

ここでは、フリーソフト版リリースまでの有償版Pho-
tog-CADの取り扱い及びサポート等について説明します。

（1）フリーソフト版リリースまでの有償版の取り扱い
現在、お使いいただいているPhotog-CADのバージョ

ンはVer.2.1.3です。今後、フリーソフト版のリリースと
同時期に、査定設計書の「工事概要」「工事費内訳書」「工
事費総括表」等の改良を行い、Photog-CADユーザに無
償配付する予定です。

また、現在行っている発注機関Photog-CADユーザへ
の災害総合単価のダウンロードは、有償版Photog-CAD
のバージョンアップと同時期に終了しますが、それ以降
は発注機関ユーザからの申し込み方式に変更となります。

（2）有償版へのサポートについて
有償版へのサポートは、フリーソフト版リリース後3

年間とし、現行どおり行いますが、3年後には有償版へ
のサポートも終了させて頂きます。

フリーソフト版リリース後も、有償版Photog-CADの
購入は可能ですが、サポート期間が短くなります。Pho-
tog-CADを利用したい方は、フリーソフト版をダウン
ロードして利用して頂ければと考えております。

（3）有償版の改良内容
（3-1）査定設計書の工事概要の充実
表-1は、現行の査定設計書の工事概要です。各項目に

対し、対話画面で入力・修正ができるように改良します。
例えば、表-2です。

表-1　現行の査定設計書の工事概要

表-2　災害年月日、工事番号等の入力画面

（3-2）Kr、Jo、Gpの修正機能の追加
現行の工事費算出において、共通仮設費率Kr、現場

管理費率Jo、一般管理費率Gpは自動計算で求めた率を
修正することができません。次期バージョンでは、自動
計算で求めた率を画面表示した上で、画面で修正するこ
とができるようになります。

（3-3）災害手帳に準拠した工事費総括表の記載
現行のPhotog-CAD では「工事費内訳書」は査定設計

書内に記載されていますが「工事費総括表」はどこにも
記載されていません。有償版の次期バージョン及びフ
リーソフト版では「災害手帳」の査定設計書の記載例を
参考に「工事費総括表」を査定設計書内に記載します。
また「工事費内訳書」は、有償版では査定設計書の別紙
として記載し、フリーソフト版では記載しない予定です。

表-3　工事費内訳書と工事費総括表

おわりに
Photog-CAD（フォトジーキャド）がより多くの方に

活用され、災害査定申請が効率よく、迅速に行われるこ
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）

JACIC便り

27701101 JACIC news_8月号.indd   3 2017/07/26   10:51:33



- 4 -

2017.8月号

JACIC便り

1．第35回社会基盤情報標準化委員会の開催

第35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29年6月30日（金）、

TKP赤坂駅カンファレンスセンターにて開催され、2015年

度から2年間の活動を終了した小委員会の成果、2017年度

小委員会応募テーマの審議、特別委員会の活動報告、およ

び今後の標準化委員会の活動内容の検討が行われました。

図 1　委員会開催の様子

2．2016年度小委員会活動成果

2年間の活動を終了した、以下の3つの小委員会につい

て活動成果を確認しました。

① �道路設計モデルの実務適用検討小委員会

【成果】

・ 国内の道路工事における設計データへのIFC-Roadの

適用

② �橋梁モデルIFC-Bridge検討小委員会

【成果】

・IFC-Bridgeのデータ構造の整理

・Visualizationへの適用

・数量伝達への適用

・IFC-Bridgeの用語分析

③ �地質地盤情報電子データ標準化小委員会

【成果】

・地質・土質調査成果電子納品要領（改定原案）

・物理探査電子納品要領（原案）

3．2017年度小委員会検討テーマの審議・選定

2017年度小委員会検討テーマとして、以下の2件が選

定されました。

① �地盤情報および3次元地盤データモデルの品質確保

に係る標準の検討

＜三村衛小委員長（京都大学大学院）＞

博多駅前道路陥没事故（2016年）に代表される地盤リ

スクの把握のためには、地盤を3次元的に高精度で解析

する必要があり、また、CIMにおける地盤モデルデータ

の合理的な作成・利用を図るためには、モデルデータの

品質の明示が必須です。そこで、地盤情報や3次元地盤

モデルデータについて、作成時の品質の明示ならびに利

用時の品質の評価に係る標準を検討します。

② �建設ライフサイクルにおける構造物の特徴を考慮し

た点群データ管理の標準化手法の開発

＜中村健二小委員長（大阪経済大学）＞

現場で蓄積されつつある3次元の現況計測データに着目

し、点群データを活用した3次元データの流通基盤の基礎

となる属性管理仕様を策定し、その仕様を活用する運用

モデルを設計、開発します。また、普及を見据え、点群デー

タを先進的に活用している企業等との連携を図ります。

この結果、2017年度の小委員会は、2016年度から継続

のものを含め、表1の3小委員会となりました。

表 1　小委員会一覧

番号 小委員会名 検討テーマ

16－01 CIM3D部品に関する
標準化検討小委員会

CIM利 用 時 の3D部 品 お よ び
LOD／LOIに関する標準化検討

17－01 地盤データ品質標準
化小委員会

地盤情報および3次元地盤デー
タモデルの品質確保に係る標準
の検討

17－02 道路分野における点
群データの属性管理
仕様の検討小委員会

建設ライフサイクルにおける構
造物の特徴を考慮した点群デー
タ管理の標準化手法の開発

4．特別委員会の活動報告

特別委員会は、2015年度より活動を開始し、主にCIMに

係るテーマを対象に検討を進め、次の成果を作成しました。

① �CIMの全体像とロードマップ（案）

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

第35回「社会基盤情報標準化委員会」の開催
～ 2016年度小委員会成果、2017年度応募テーマ審議および今後の委員会活動 ～
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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）～3次元モデルの共有による全体最適化と

生産性向上～」として取り纏めました（図2参照）。

② �プロセス全体でCIMモデルを情報共有するためのあ

り方（案）

プロセス間でCIMモデルを有効活用するためには、情

報共有環境でどのような内容を実現すべきかを整理する

ことが重要です。そこで、特別委員会でグループディス

カッションを実施し、フェーズ間での情報共有に関する

活用場面やその効果を議論しました。また、議論した結

果については、「プロセス全体でCIMモデルを情報共有

するためのあり方（案）」として取り纏めました。

③土木分野におけるモデル詳細度標準（案）

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、土木分野におけるモデル詳細度

（案）として取り纏めました（表2参照）。この詳細度（案）

は、国土交通省から本年3月に公開された「CIM導入ガ

イドライン（案）」に全面的に引用されています。

2017年度については、上記①～③のブラッシュアップ、

「クラウド環境等を活用した受発注者間における成果品

の効率的な共有」、および「CIM3D部品の運営方法」に

ついて検討する予定です。

表 2　土木分野における各工種統一的な 
詳細度の定義（案）

詳細度 共通定義

100 対象を記号や線、単純な形状でその位置を示したモ
デル。

200

対象の構造形式が分かる程度のモデル。
標準横断で切土・盛土を表現、または各構造物一般
図に示される標準横断面を対象範囲でスイープさせ
て作成する程度の表現。

300 附帯工等の細部構造、接続部構造を除き、対象の外
形形状を正確に表現したモデル。

400 詳細度300に加えて、附帯工、接続構造などの細部
構造および配筋も含めて、正確に表現したモデル。

500 対象の現実の形状を正確に表現したモデル。

5．今後の標準化委員会の活動内容について

今後の活動スケジュールや今後設置予定の「国際土木

委員会」等について報告しました。

次回は、平成29年12月6日（水）に開催することとし

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　研究員　田中直樹）

　実現のための課題
技術的な課題

　　モデルデータの表現方法、モデル詳細度、納品等データ形式　　等

制度的な課題
　　CIM導入のための制度・基準類の改訂、プロセス全体でモデルを共有するための契約方式　等

運用的な課題

　　段階的な適用範囲の考え方、CIMに関する人材育成　等

標準・基準類

　　適用の高度化

コンピュータ上で
実物と同様の形状

・外形だけでなく見えないとこ
ろの部材等、必要なら実物の
全ての要素を表現

連携

必要なあらゆる情報
からなる構造物のデ
ータベース
（属性情報）

構造物の3次元オブジェクト 構造物に関するデータベース

3D電子国土（構造物のデータモデル）
建設プロジェクトにおける

調査、計画、設計、積算、施工、維持管理にわ

たる情報共有データベース

 変更

 活用変更

　活用

プロセス全体でのモデル共有による
建設生産システムの高度化、他分野での活用

維持管理

施工

積算 設計

計画

調査

◎構造物、工程（時間）、コスト等の一元管理　･･･クラウド上のデータベースに、

　　３次元データ、コスト、時間等の情報を一元的に管理し、関係者間で必要な情報を共有・反映。

◎フロントローディングの実施　・・・設計初期からシミュレーション等を実施し、事前に

　　問題点等の改善（手戻り防止）。

◎コンカレントエンジニアリングの実施　・・・各プロセスにおいて調査、計画、設計、

　　積算、施工、維持管理の立場から、データベースの並行活用、並行変更が可能。

 変更

 活用

変更

　活用

活用

他分野・他産業での活用
例：道路の3次元データを活用した自動運転等

個別工種全体への適用拡大

合意形成が速くなる
・住民説明会、工事説明会、関係者
協議（管理者・警察等）の　効率化

背景となる

状況

意思決定が速くなる
・三者会議
（発注者－ゼネコン－コンサル）
・本局－事務所－出張所等
・受注者－発注者
・元請－下請

設計変更が

容易になる
・数量算出の自動化等

施工性が向上し

工期が短縮できる
・施工計画書への反映

・施工順序等の最適化

・現場内情報共有

・仮設等安全性向上

的確な維持管理

施工時の品質情報やセンサー情報
など維持管理に必要な情報をモデ
ルに追加することによる維持管理の
効率化

設計ミス・手戻りが減る
・設計の可視化
・図面等の整合性確保
・数量算出の自動化等
・違算の防止

比較・概略検討等

が容易になる

　ＣＩＭと情報化施工の

　データ連携
・3次元データの共有
・情報化施工による現場の高速化
・安全性・確実性の向上

工事現場の安全を確保
・作業現場内危険箇所の事前チェックにより事故を防止

・数量算出の自動化等

橋梁CIM ダムCIM

調査・計画設計

施工 維持管理

試行（適用可能な範囲での実施）

その他各種分野・・・

波及効果として
安全安心な社会へ
の貢献（分野を越え

たデータ連携・活用）

シミュレーションや確認の効率化

設計照査の省力化等

施工情報に点検結果を登録

維持管理データから現状把握

　CIMの全体像とロードマップ（案）      　～3次元モデルの共有による全体最適化と生産性向上～

 i-Construction（ICT技術の全面的な活用）

ドローン等による3次元測量
3次元測量データによる

設計・施工計画 ICT建設機械による施工 検査の省力化

～ＣＩＭ（Construction Information Modeling/Management）～
　「CIM」とは、計画・調査・設計段階から３次元モデルを導入し、その後の施工、維持管理の各段階
においても3次元モデルに連携・発展させ、あわせて事業全体にわたる関係者間で情報を共有する
ことにより、一連の建設生産システムの効率化・高度化を図るものである。３次元モデルは、各段階
で追加・充実され、維持管理での効率的な活用を図る。

設計照査の省力化等

施工支援等

避難経路

斜面勾配

プロセス間でのモデル連携による効率化・高度化への展開

標準・基準類

IFC – Industry Foundation Classes (buildingSMART International)

 INFRAmodel
　-LandXML

標準・基準への対応

     -IFC Alignment , -IFC Bridge ,  -IFC Road ,  -IFC Railways 

◆構造物3次元モデルをデータ交換するための標準

◆地形・土工に係る3次元モデルをデータ交換するための標準類
LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準（案）【国総研】

トンネルCIM 河川CIM

景観
シミュレーション等構造解析等

最適ルート選定

維持管理における情報共有ツールのイメージ

複雑な施工
順序確認

関係者で同一モデルを共有

CIMの活用による
■ 公共投資額の減少

■ 少子高齢化

■ 社会インフラの老朽化

・ルート選定が容易
・概算コスト比較が容易
・国土地理院データの活用
・詳細設計への移行が容易

建設分野を

越えた活用
G空間情報としての
活用

●生産性向上、工期短縮

●品質確保・向上

●労務環境改善、安全性向上

●維持管理の効率化・高度化

各フェーズのモデルに対して、様々な業者が関与
※　プロセスに応じて関与の度合いは異なる

調査 設計 施工 維持管理

ＣＩＭモデルの活用（成長）イメージ

図 2　CIMの全体像とロードマップ（案）【一部抜粋】
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CIMの動向（その２１）
―「CIMを学ぶⅢ」を公開、JACICセミナー開催 ―

１．CIMを学ぶⅢ
CIMの人材育成をテーマとした共同研究を熊本大学大

学院自然科学研究科の小林一郎教授と実施した成果とし
て「CIMを学ぶⅢ」をとりまとめ、JACICのホームペー
ジで公開しました。皆様のCIMへの理解やCIM導入への
一助になれば幸いです。
（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/jinzai/index.html）

図-1　「CIMを学ぶⅢ」表紙
今回の「CIMを学ぶⅢ」では、下記の内容について紹

介、解説を行っています。
（1）フランスでのBIMの現状

フランスでのBIM（CIM）の活用状況とそれを支える
人材育成の状況について調査した結果を取りまとめてい
ます。特にENPC（国立土木学校）でのBIMの専門講座
について興味深い内容を紹介しています。

写真-1　ENPCでの「BIM専門修士課程」

（2）地形情報の取扱いについて
土木構造物のCIMモデルを作成・利活用するために必

要な地形モデル、地質・土質モデルの取扱いについて紹
介しています。

図-2　準3次元地質断面図の表示例（胆沢ダム）

（3）モデル空間の活用事例紹介
利用者がモデル空間を作成するときの概要を共有し、利

用段階での混乱を極力回避するため、モデル空間作成の
基本的な考え方、使い方の概要について紹介しています。
（4）応用編

本編では、CIMの活用事例として九州地整管内の２事
例と北陸地整管内の１事例について、また、九州地整が
発足させた「九州地方CIM導入検討会」における河川管
理に関する取り組み状況についても紹介しています。

写真-2　河川CIM分科会（九州地整）

２．JACICセミナー開催
今回公開しました「CIMを学ぶⅢ」の内容について発

表するJACICセミナーを開催します。開催概要は以下の
とおりです。詳細については、JACICのホームページで
ご案内していますのでご覧ください。

開催日：平成29年8月28日（月）
時　間：13時20分～16時45分
場　所：アクロス福岡　国際会議場
ＣＰＤ：認定プログラム（土木学会：3.3単位）
参加費：無料
定　員：200名
本セミナーに関するお問い合わせは、下記までお願い

いたします。
JACIC九州地方センター
TEL 092-411-3664　E-mail:kyuushuu@jacic.or.jp

（研究開発部　次長　徳重政志）

CIMコーナー
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関東地方センターは、関東１都８県を担当管内として、

JACIC内の各部・センターと一体となってJACICが提供

する各種システム等の普及促進活動などを行っています。

主な活動についてご紹介します。

■ 電子入札コアシステムユーザー会議
電子入札コアシステムのユーザー間で開発や運用に関

する情報交換を目的に開催しているもので、昨年は「関

東地方別ブロック会議」を平成28年7月22日（金）に開

催しました。

会議には、国土交通省、文部科学省、農林水産省の国

の機関をはじめ、電子入札コアシステムをご利用いただ

いている関東９都県の26団体にご出席いただきました。

会議では、より利便性の高いシステム開発や運用のた

め、各団体における電子入札システムの開発・稼働状況

などの技術情報交換をするとともに、活発な意見交換が

行われました。

本年も7月28日（金）に開催を予定しているところで

あり、会議ではJavaPlug-in廃止対応についての情報提

供や、意見交換を予定しているところです。

関東地方別ブロック会議（平成28年度）

■ ＲＣＣＭ資格試験受験準備講習会
JACICでは、シビルコンサルティングマネージャー

（Reg i s t e r ed  C i v i l  Eng i n e e r i ng  Con su l t i ng 

Manager:RCCM）の資格試験受験に先立ち、設計業務

等の実施における最近の課題や施策の解説など、受験者

のための講習会を国土交通省の後援により全国で開催し

ています。

平成29年度も7月下旬から8月上旬にかけて全国１１の

会場で開催いたします。

関東地方では、都内の都市センター会館を会場にして

7月25日（火）、8月4日（金）の２回開催いたします。

RCCM資格試験受験準備講習会　東京会場（平成28年度）

■ 建設技術フォーラムに出展
　「i-Construction（建設生産革命の推進）」をテーマに

平成28年11月10日（木）、11日（金）に開催された関東

地方整備局主催の「平成28年度 建設技術フォーラム」

の技術展示に出展しました。

CIMの普及促進のため、パネル、映像によるCIM関係

の展示を行いました。

今年度もテーマに合わせ、出展を予定しているところ

です。

 （関東地方センター長　石塚廣史）

関東地方センターの活動報告
地方便り

JACICブース（平成28年度）
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「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116号は2017年7月末
の発行予定で、「建設現場の
AI・IoT」を特集します。

最近では、建設現場にもＡＩ
やＩｏＴの導入が進んでいます。
i-Constructionにおける取組状
況、ＡＩ、ＩｏＴの適用例を紹
介すると共に、建設分野の課題、
要素技術導入の効果等を特集し
ます。また、建設産業以外の先

端技術の動向など広い分野からレポートを収集しました。
【主な内容】
■�巻頭言：「建設産業の情報革命に対処する課題」 

 東京大学　名誉教授　月尾　嘉男
■特別寄稿

・ 「Cyber Physical が世の中にもたらすこと」  
東京大学大学院　情報理工学系研究科  
 教授　廣瀬　通孝

・ 「人工知能の技術動向」  
国立研究開発法人産業技術総合研究所 人工知能研究セン
ター　上席イノベーションコーディネータ　 杉村　領一

■国土交通省等の動き
・ 「i-Construction推進コンソーシアムについて」  

国土交通省大臣官房技術調査課 課長補佐　橋本　　亮
・ 「i-Constructionと建設ICTについて」  

国土交通省総合政策局公共事業企画調整課施工安全
企画室 課長補佐　近藤　弘嗣

・ 「『創ろう！活かそう！新潟の魅力』  
AI・IoT技術の導入に挑戦する新潟県の取り組み」  
 新潟県　土木部　技術管理課

■民間の動き
・ 「AI・IoTの現状と動向」  

株式会社 三菱総合研究所 次世代インフラ事業本部
 主席研究員　中條　　覚

・ 「生産性向上に資する首都高速道路のインフラマネ
ジメントの開発」  
首都高速道路株式会社　保全・交通部� 部長　土橋　　浩
首都高速道路株式会社　保全・交通部 保全企画課 
 課長　永田　佳文 
首都高速道路株式会社　保全・交通部　点検・補修推進室  
点検推進課 課長　高野　正克

・ 「AIを利活用したトンネル切羽地質状況自動評価シ
ステムの構築」  
株式会社 安藤・間　土木事業本部 土木設計部  
基礎技術グループ 部長　宇津木　慎司

・ 「建設生産性からみたAIとは～AI×建設業ではな
く、建設業×AIへ～」  
株式会社 大林組 土木本部本部長室情報技術推進課  

 課長　杉浦　伸哉
・ 「建設現場におけるAI・IoTの利活用について」  

大成建設株式会社　技術センター　生産技術開発部 
 部長　今石　　尚

・ 「斜面・のり面の安全管理におけるIoT技術の利用」 
三井住友建設株式会社　技術本部　 課長　大津　慎一
東京大学　大学院工学系研究科　航空宇宙工学専攻 
 　准教授　上西　幸司

・ 「AIによる建設廃棄物自動選別」  
株式会社 シタラ興産　サンライズFUKAYA  
 部長　宮下　智則

・ 「車両管理システム『T-Gate.Navi』における、画像
認識技術、音声認識技術の活用事例」  
東芝デジタルソリューションズ株式会社 藤岡　健太郎 
大成建設株式会社 田中　吉史

■公共調達コーナー
「災害復旧における入札契約方式の適用について」
国土交通省大臣官房技術調査課建設技術調整室  

 課長補佐　竹下　正一
 国土交通省国土技術政策総合研究所社会資本マネジメ
ント研究センター　社会資本マネジメント研究室  
 室長　小川　智弘
 国土交通省国土技術政策総合研究所社会資本マネジメ
ント研究センター　社会資本マネジメント研究室  
 交流研究員　尾浦　猛人

■賛助会員コーナー
 「３次元データの有効活用で働き方改革」  
 株式会社大竹組
 「先端ＩＣＴ対応のための産学連携の取組について」 
 大日コンサルタント株式会社

「ICTの力で建設土木を魅力ある業界に」  
 株式会社建設システム

 「一般社団法人ファイバーシート天井システム協会の
設立」 太啓建設株式会社
 「防草対策『ウィードコート工法』全国展開への挑戦」 
 松岡建設株式会社
 「地産地消型の再生可能エネルギー『水力発電』」  
 株式会社ヤマウラ

■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１１６号の発刊
JACIC通信
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