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1．地理空間情報とは
地理空間情報は位置に関係する情報を言います。行政
情報では、その８割以上が地理空間情報に該当するとい
われています。もちろん、建設分野でも計画・調査・施
工・維持管理を通じて、地理空間情報が非常に大きな役
割を果たしています。また、最近では、GPSやディジタ
ル地図の進展やスマートフォンの普及により誰でも自分
のいる位置が容易にわかるようになり、私たちが生活を
する上でも、ますます地理空間情報が身近で、重要なも
のになってきています。この地理空間情報の活用・推進
を図る政府の新たな地理空間情報活用推進基本計画が平
成29年3月に策定されたので、ここに紹介します。

2．地理空間情報活用推進基本計画の経緯
国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社
会を実現するためには、この地理空間情報を高度に活用
することが必要であるとして、平成19年に地理空間情報
活用推進基本法が策定されました。地理空間情報活用推
進基本計画（以下「基本計画」という）は、この法律に基
づき国が取り組むべき事項を定めるものです。今年は第

１期基本計画の策定からちょうど10年が経過しています。
平成20年からの第1期基本計画は、基盤地図情報の整
備や準天頂衛星初号機（みちびき）の開発・打ち上げ等
を掲げ、実施してきました。また、平成24年からの第2
期基本計画では、東日本大震災を教訓に防災減災の取り
組みを強化し、地理空間情報のハブとなる「G空間情報
センター」の構築を掲げるとともに「みちびき」による
測位に関する実証実験が進捗してきました。

3．新たな基本計画
新たな第3期基本計画では、平成29年度からの5年間を
計画期間としています。また、地理空間情報の活用技術
を第4次産業革命のフロントランナーとして、一人一人
が「成長」と「幸せ」を実感できる、新しい社会の実現
を目指しています。そのために，産学官民が協調して、
高精度で利用価値の高い地理空間情報をリアルタイムで
利用できる環境の整備を行うとともに、これらを高度に
活用し、社会課題の解決や新産業・新サービスを創出す
る「地理空間情報高度活用社会」（G空間社会）を目指
していくこととしています。

ニュースと解説

新たな地理空間情報活用推進基本計画について
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3. 1　５つの目標
新基本計画では、G空間社会を実現するために目指す

べき姿として、次の5つの目標を掲げています。
・災害に強く持続可能な国土の形成への寄与
・新しい交通・物流サービスの創出
・�人口減少・高齢社会における安全・安心で質の高い
暮らしへの貢献
・地域産業の活性化、新産業・新サービスの創出
・�地理空間情報を活用した技術や仕組みの海外展開、
国際貢献の進展

3. 2　施策の具体的展開
これらの目標を実現するための手段として、「G空間

情報センター」を中核とした産学官民連携による地理空
間情報の整備・流通・利活用を進めるとともに、準天頂
衛星システム4機体制による高精度測位サービスを提供
し、平成32年の東京オリンピック・パラリンピック競技
大会をG空間社会のショーケースとして、G空間社会の
実現に向けた布石とすることとしています。

3. 3　シンボルプロジェクト
この計画では、重点的に取り組むべき施策として13の
シンボルプロジェクトを定めています。これらにより、
防災、交通・物流、生活環境、地方創生、海外展開といっ
た幅広い分野で地理空間情報を高度に利活用可能となる

世界最高水準のG空間社会を実現していくこととしてい
ます。

4．新基本計画と建設分野
シンボルプロジェクトの中には、建設分野と関係のあ
るものも掲げられています。特に、i-Constructionの推
進による3次元データの利用促進については、平成37年
度までに建設現場の生産性の2割向上を目指す、平成31
年度までに維持管理を含むすべてのプロセスにおける
ICT・3次元データ等を活用拡大するための基準類整備
等を進めるなど具体的な目標も掲げられています。
そのほか、G空間防災システムの普及の促進、高度な
自動走行システムの開発・普及の促進、屋内空間におけ
る高精度測位環境づくりの促進などのプロジェクトが掲
げられています。

参 考 文 献
地理空間情報活用推進会議（2017）：地理空間情報活用推

進基本計画（平成29年3月閣議決定）．�
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/290324/�
170324_masterplan.pdf

石関隆幸（2017）：第3期地理空間情報活用推進基本計画
について（第46回国土地理院報告会予稿集）

（JACIC審議役　小出正則）

ニュースと解説

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/290324/170324_masterplan.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/290324/170324_masterplan.pdf
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『平成29年度 電子入札コアシステム
地方ブロック会議』開催報告

電子入札コアシステム開発コンソーシアム事務局は、
地方ブロック会議（以下、「ブロック会議」という）を
６月下旬から全国９ブロックで順次開催しています。今
年度は、８月末時点で８ブロックにおいてブロック会議
を開催しました。

１．会議の位置づけ、目的
ブロック会議は、毎年１月下旬に東京で開催されるコ
アシステムユーザ会議の地方版として位置づけられ、地
方公共団体を中心とした多くのユーザの参加機会を確保
し情報・意見交換等を行うことにより、円滑な電子入札
の開発・運営に寄与することを目的としています。この
会議は、平成17年度に一部地域で開催したことに始まり、
平成18年度から現在まで、全国９ブロックで毎年開催し
ています。

２．各ブロック会議の日程と参加状況
・北海道（札幌市）：平成29年６月23日（４団体）
・東北（仙台市）　：平成29年７月４日（10団体）
・関東（東京都）　：平成29年７月28日（26団体）
・北陸（富山市）　：平成29年８月３日（７団体）
・中部（名古屋市）：平成29年６月29日（９団体）
・近畿（大阪市）　：平成29年６月30日（51団体）
・中国（下関市）　：平成29年10月開催予定
・四国（高松市）　：平成29年６月28日（12団体）
・九州（福岡市）　：平成29年６月27日（19団体）
※参加団体：138団体（平成29年８月末時点）

３．主な議題
【参加団体における情報交換】
ブロック会議では、各団体における電子入札の現状報
告と合わせて、他団体の運用の考え方についてブロック
内で意見交換を行っています。本年度は、電子入札シス
テムにおける運用上の工夫やトラブルへの対処、自治体

情報セキュリティ対策の抜本的強化に向けた対策（通信
経路の分割、無害化通信の対応、自治体情報セキュリティ
クラウドの利用）の実施状況について意見交換や情報共
有がなされました。

【JRE ９への対応】
コアシステムを利用するためには利用者のPCにJRE
をインストールすることが必要です。近々オラクル社か
らリリースされる予定のJRE9では、現行のJRE8からの
大幅変更が予定されていますので、コアシステムに対し
て想定される影響やコアシステムにおける今後の取り組
みについて説明しました。

【Java Plug-in廃止に向けての対応】
コアシステムが利用しているJava�Plug-inの技術につ
いては、オラクル社のアナウンスにより、その利用期限
が2020年９月頃になる見通しです。コアシステムでは、
現在、Java�Plug-inに代わる新方式の開発を進めており
ますが、今回のブロック会議では、新方式の検討・検証
結果を報告するとともに今後の開発を含めJava�Plug-in
廃止に向けての対応に関する概略スケジュール（案）に
ついて説明しました。

【Windows10の動向】
コアシステムは既にWindows10に対応しています。
今回は、最新のWindows10�Creators�Updateを利用した
コアシステムの動作確認結果について紹介しました。

【その他】
公共発注機関等のコアシステムユーザへの情報提供と
して、「コアシステムホームページのリニューアル」「今
後の改良見込み」「コアシステムの各バージョンのサポー
ト期間や動作確認環境に関する最新情報」などについて
お知らせしました。

４．終わりに
会議開催にあたりご協力いただいた方々に深くお礼申
し上げます。
JRE9への対応、及びJava�Plug-in廃止に向けた対応は

コアシステムの根幹部分に影響する重要事項です。今後
も随時、利用団体の皆様に情報提供を行ってまいります。

（システムエンジニアリング部　参事　堀喜一）

（関東ブロック会議の様子）
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（一財）日本建設情報総合センターでは、平成10年度

から財団の事業目的に合致した研究を対象に助成を行っ

ています。

平成29年度の研究助成は、応募期限の6月30日までに

24件の応募がありました。8月2日に、学識経験者を含め

た委員による審査会を開催し、厳正な審査の結果、9件

に対し研究助成を実施することに決定しました。

審査委員会のコメントは以下の通りです。

応募は全12課題の全般にわたっていましたが、「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」課題が最も多く6件でした。助成採択した研

究9件についても同課題が最も多く3件となりました。こ

れは昨今の映像技術・観測技術の劇的な進歩と、その応

用の目覚しい発展を反映していると考えらます。

また今回から若手研究者枠を設定したところ2件応募

があり、うち1件を採択しました。今後も若手研究者に

よる研究の発展・充実を特に望みます。

なお、採択された研究については、JACIC主催の成果

報告会だけではなく、広く学会等において充実した成果

を発信し、建設情報システムの発展に大きく寄与するこ

とを期待します。

【審査委員会の委員】

大橋正和（中央大学教授）、島﨑敏一（日本大学特任

教授）、月尾嘉男（東京大学名誉教授）、門松武（理事長）、

青木敏隆（理事）、坪香伸（理事）

�（建設情報研究所　研究員　清水知子）

平成29年度（一財）日本建設情報総合センター研究助成決定

研究助成対象者（敬称略） 研究テーマ

CONCORE S̓ 株式会社
代表取締役CEO　中島　貴春　※

深層学習を用いた 2次元図面からの情報モデル構築に関する研究

日本下水道事業団　技術戦略部技術基準課
主査　馬場　省伍

下水道施設の 3次元モデルを活用したデータマネジメント
─本格的なライフサイクルマネジメント導入に向けて─

大阪大学大学院　工学研究科
博士後期課程学生　福士　直子

CIMにおける 3Dアノテーションの活用法の研究

長岡技術科学大学
情報・経営システム工学専攻
講師　野中　尋史

GIS・Web マイニングを併用した道の駅データの整備と深層学習を利用した
道の駅の経営分析

一般財団法人関西情報センター
スマートインフラセンサ利用研究会事務局
事業推進グループ　小泉　圭吾

構造物診断のための IoT最先端通信技術（LPWA）導入に向けた調査研究

関西大学　環境都市工学部　
教授　安室　喜弘

構造物の 3次元データ化のためのドローン空撮の最適ルート計画

芝浦工業大学　工学部
教授　中村　広幸

VR災害映像データベースの構築と防災教育への応用

山口大学大学院　創成科学研究科
准教授　赤松　良久

UAVを用いた河川・湖沼・干潟における環境情報収集法の開発

一般社団法人電子情報通信学会規格調査会
IEC/SC�3D 国内対応委員会
委員長　村山　廣

IEC�62656 を用いた BIM-CDD間インタフェースの仕様開発及び国際規格提案

※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）
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シビルコンサルティングマネージャー（RCCM）の資
格制度が、平成3年度に創設され、今年度で27年目とな
りました。JACICは昨年に引き続き、国土交通省の後援
を受け、「平成29年度RCCM資格試験受験準備講習会」
を7月下旬～8月上旬にかけて全国11会場で開催しまし
た。
本年度は「テキスト」を最新の内容に改訂するととも
に、「想定問題・解答」の問題Ⅲ「業務管理技術力」の
論文解答例の充実、問題Ⅱ、問題Ⅳ（1）の4肢択一問題
の年度別出題数を取り入れ、巻末には平成26～28年度の
3ヵ年度の問題（Ⅰ～Ⅳ（1））と問題Ⅱ、問題Ⅳ（1）の
4肢択一問題の解答を掲載しました。また、講習会当日
には、「平成29年4月以降の新たな動き」、「問題Ⅲ解答論
文構成例」を配布すると共に、今年度初めて「問題Ⅱ過
去（5カ年）に出題された問題（項目）」を配布するなど、
講習内容の充実を図りました。
右表・グラフに示すように本年度の申込者数は1,932名、
出席者1,771名（出席率91.7％）となっており、申込者数
では昨年比で279名減となっています。また、平成17年
から今年度までの申込者数をみると、ほぼ2,300名前後
で推移しています。平成23年度はRCCM資格制度の改定
により受験する際に必要とする業務の経験年数が短縮さ
れたこと等により2,700名を超える申込みがありました。
JACICでは、今後も、建設コンサルタント技術者の技
術力向上とRCCMの普及を目指し、講習内容の充実に努
めていきたいと考えております。

なお、初めての試みとして平成29年度RCCM資格試験
受験準備Web講習会を9月1日から10月30日までの2箇月
間実施するとともに、平成29度版RCCM資格試験受験準
備講習会テキスト等も有償配付しております。
希望される方はJACICホームページ、

Web講習会申込：
http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2017_web.html

テキスト有償配布申込：
http://www.jacic.or.jp/topics/20170821/rccm_h29text_
yusyohaifu.html　からお申し込み下さい。

平成29年度 申込者数と出席者数

開催地 開催日 申込者数 出席者数

札　幌 7/28（金） 127 116

仙　台 7/27（木） 192 179

東京１ 7/25（火） 265 242

東京２ 8/04（金） 283 262

新　潟 7/28（金） 70 65

名古屋 8/09（水） 182 170

大　阪 8/02（水） 225 210

広　島 8/01（火） 74 67

高　松 8/03（木） 102 94

福　岡 8/08（火） 328 291

沖　縄 8/03（木） 84 75

合　計 1,932 1,771

平成29年度RCCM資格試験受験準備講習会終了

（経営企画部　参事　八子康幸）

JACIC便り

東京2会場の様子

申込者数の推移（平成17年度～平成29年度）

http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2017_web.html
http://www.jacic.or.jp/topics/20170821/rccm_h29text_yusyohaifu.html
http://www.jacic.or.jp/topics/20170821/rccm_h29text_yusyohaifu.html
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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モデル事業に着手し、平成28年度まで
に設計業務で90件、工事で196件が実施されました。
また、平成28年度末には「CIM導入ガイドライン」が
策定・公表されています。
２．平成29年度の検討体制
平成28年度に国土交通省は「CIM導入推進委員会」を
組織し、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
されています。
今年度は、８月８日に第４回委員会が開催され、図-1
に示すような体制で検討を進めることになりました。こ

れは、今年度以降の検討を的確に実施出来るように体制
や検討内容を見直しされたものです。
また、下表に示すようなWGが設置され、CIM導入・
拡充に向けた検討が実施されます。

表-１　平成29年度各WGでの検討内容

WG名 検討内容

ガイドライン・
要領基準改定

1）�CIM モデルの活用方法を考慮した
標準仕様の整備

2）�CIM モデルによる数量算出に向け
た基準整備

3）�CIM導入ガイドライン
�　①設備関係の拡充
�　②地質・土質調査関係の拡充
�　③維持管理関係の拡充
4）�３次元モデルの作成方法の検討
5）�点検記録作業の省力化技術の機能要
件・運用方法の検討

CIM実施体制検討 CIMの効率的な活用に向けた実施体制
の検討

国際標準対応 国際動向を踏まえた検討

現地での検証 CIM活用業務・工事のフォローアップ

３．JACICの対応
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・中心的役割を継続的に果たしていきます。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コーナー

CIMの動向（その22）
― 第４回CIM導入推進委員会が開催されました ―

図-１　 平成29年度検討体制

写真　第4回CIM導入推進委員会開催状況



- 7 -

2017.9月号

石川県の金沢駅は北陸新幹線開業に伴いリニューアル
され、世界で最も美しい駅14選に国内で唯一選ばれた駅
で、加賀藩以来のおもてなしの心を感じます。

（金沢駅兼六園口の鼓
つづみ

門
もん

を7月に撮影）

北陸地方センターが今年4月以降にJACIC本部と共に
活動した内容は下表のとおりで、主な概要をお知らせい
たします。

実施日 活動区分 活動内容

5月 12 日 Photog-CAD 富山県氷見市の職員向け
Photog-CAD実施講習会

5月 18 日 ビデオセミナー ビデオセミナー in 富山の
開催（富山市）

5月 23 日 建設副産物情報
サービス

北陸地方建設副産物対策
連絡協議会へのオブ参加
（新潟市）

6月 14 日 ビデオセミナー ビデオセミナー in 輪島の
開催（石川県輪島市）

6月 29、
30 日

Photog-CAD、
CIM、建設副産物

石川県 ICT フェアへの出
展、講演（金沢市）

7月 28 日 RCCM RCCM資格試験受験準備
講習会の開催（新潟市）

8月 3日 電子入札
コアシステム

北陸ブロック電子入札連
絡会議の開催（富山市）

■富山県氷見市の職員向けPhotog-CAD講習会
富山県氷見市において、市役所職員向けの講習会を実
施し、担当職員8名の皆様からご参加頂き、現場の写真
撮影から横断図作成、数量計算までの一連作業に取り組
んで頂きました。

■ビデオセミナーin富山、輪島の開催
①富山市で開催したビデオセミナーは、地域づくり協会
富山支所と共催し、建設会社、コンサル等の現場技術者
から69名の参加がありました。
②輪島市でのセミナーでは、石川県建設業協会、石川県

土木施工管理技士会と共催し、47名から参加を頂きまし
た。ビデオ講習の主な内容は、
・ｉ-Constructionの最前線
・CIMの動向と今後の展開
・CIMに期待するもの　技術者の復権-1.5倍の生産性
でした。今後も講習内容の向上に努め、ご要望のある地
域で開催してまいりますので、ご相談下さい。

■石川県 ICTフェアへの出展
石川県建設総合センターにおいて、（一社）石川県建
設業協会と石川県土木施工管理技士会主催によるフェア
が開催されました。
北陸地方センターでは、展示ブースを出展しCIMや
Photog-CADを中心にJACICのシステム紹介を行いました。

�

また、JACIC研究開発部から「明日できることから実
践-CIMの解説」と題して講演も合わせて行いました。

■RCCM資格試験受験準備講習会の開催
平成29年度の「RCCM資格試験受験準備講習会」を、
新潟ユニゾンプラザ（新潟市中央区）で開催し、65名か
ら受講して頂きました。

■電子入札連絡会議（北陸ブロック会議）
富山県庁において「北陸ブロック会議」を開催しました。
JACICの電子入札コアシステムをご利用頂いている石
川県、富山県、新潟県と県内の市町から計7発注機関10
名と1企業オブ2名から参加を頂きました。
議事は、電子入札に関するアンケートから浮かび上
がった課題討議や「Java�Plug-in」廃止に伴うシステム
対応状況などの情報提供を基にした導入・運用に関する
意見交換を行いました。

■北陸地方センターHPをご覧下さい
北陸地方センターでは、北陸地域における建設ICTの
コンシェルジュとしてホームページの充実に努力してま
いります。

（北陸地方センター長　木村繁）

北陸地方センター活動報告
地方便り
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JACIC通信

RCCM資格試験受験準備「Web講習会」について
― 自宅でいつでも、視聴したい時間に視聴できます ―

シビルコンサルティングマネージャ（RCCM）の資格

制度が創設されて、今年度で27年目となりました。

JACICでは、建設コンサルタント業務の技術管理に関

する最近の動向、RCCMの資格制度の趣旨、内容等を幅

広く周知し、技術者の技術力向上とRCCMの普及を図る

ことを目的として、国土交通省の後援を受け「RCCM資

格試験受験準備講習会」を全国10地区11会場で開催して

おります。

これまで講習会場は札幌、東京、名古屋、大阪、福岡

等といった都市において開催していたことから、特に遠

隔地の方及び業務都合等により受講できなかった方のた

めに、今年度、初めての試みとして「Web講習会」を

９月１日から10月30日までの２ヵ月間実施することとし

ました。

具体的には、平成29年７月25日に開催した東京会場の

講習会映像をWebを介して、提供するものです。

申込は、これまでの講習会と同様にJACICホームペー

ジから申込書に必要事項を記入していただき、受講料の

払い込みを確認した後にJACICよりテキストの郵送及び

ID、パスワードをメールにて送付いたします。

そして、全ての受講が済み、アンケートに答えていた

だくと、JACICより受講証明書をメールにて送付いたし

ますので、CPDポイントの取得手続きを行っていただ

くこととなります。

なお、CPDポイントは予め、下記の団体より認定を

受けています。

１）�「測量CPDポイント」（測量系CPD協議会）：４ポイ

ント

２）�「設計CPDポイント」（一般社団法人　全国測量設

計業協会連合会）：４ポイント

JACICでは、本Web講習を受講されました皆様の

「RCCM資格試験」の合格を祈念するとともに、今後も

建設コンサルタント技術者の更なる技術力向上とRCCM

の普及を目指し、講習内容の充実に努めてまいります。

Web講習会の受講を希望される方はJACICホーム

ページ、http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2017_web.html

をご覧下さい。

（経営企画部　参事　八子康幸）

Web講習会フロー図

20分

講演Ⅰ<約100分>
建設コンサルタント業務とその管理
（契約関係）

講演Ⅱ<約165分>
資格制度の概要と建設コンサルタントの課題
（業務関係）

講演Ⅲ<約20分>
RCCM資格試験受験準備について

CPD受講証明書送信

全体アンケート回答

視聴確認回答
⑦20分

⑥20分
⑤30分

④30分
③20分

②20分
①25分

講演Ⅱ

視聴確認回答
⑤20分

④15分
③30分

②15分
①20分

講演Ⅰ

視聴確認回答

講演Ⅲ

全 体 映 像

http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2017_web.html
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