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1．人口オーナス期
一つの国の人口構成として、「人口ボーナス期」と「人

口オーナス期」があるといいます。
「人口ボーナス期」は「若者の比率が高く、高齢者の

比率が非常に少ない人口構造の状態」のことで、安い豊
富な労働力を見込むことができるため高度な経済成長を
見込むことができるといいます。また社会保障費も低い
ため、インフラ投資に大きなお金を回すことができるの
はこの時期だといいます。

一方、「人口オーナス期」は「若者の比率が低く、高
齢者の比率が非常に高い人口構造の状態」のことで、経
済を支える人の割合が減って国の経済財政面が圧迫され
ていくといいます。この状態では経済成長率の低下や社
会保障など財政支出の増大が問題となるといいます。

残念ながら、我が国ではすでに主要国で最も早く1990
年代から人口オーナス期に突入しています。

国土交通省から公表されている建設投資額の推移は左
下図の通りであり、平成9年度（人口オーナス期に突入し
た1990年代後半）から減少し、平成8年度の水準には戻っ
ていません。

2．マネジメント
「人口ボーナス期」は「終わると二度と来ない」とい

います。それに従えば、建設投資額の推移も近年は横ば
いであるとはいえ、1990年代前半までの状況に戻ること
は見込めないことになります。したがって今後の取り組
みとして、建設マネジメントをより活かして生産性をあ
げることが重要となっています。このなかには、若手建
設技術者への技術の継承という課題も含まれます。

そもそもマネジメントに関連する学問領域は下図の通
り多岐にわたります。

（東京大学教授　小澤一雅氏資料より）
http://www.jice.or.jp/cms/kokudo/pdf/tech/reports/26/jice_rpt26_09.pdf

　経営マネジメントの創始者であるドラッカーは、マネジ
メントの基本的な役割を「共通の目的と価値観、適切な組
織構造、教育訓練と自己開発の力によって、人々が共同し
て何ごとかを成し遂げるためのもの」と定義し、「自ら構
造に変化のためのマネジメントを組み込み、イノベーショ
ン（革新）を継続的に行なうこと」を提唱しています。

土木学会でも、建設マネジメント委員会のなかに建設
技術力研究小委員会を設置して建設マネジメント力を評
価する取り組みを始めています。そのなかで建設技術力
の中心的課題は「基礎的な知識やスキルを実践の場で活
用し状況に適切に対応する能力（マネジメント）」とし、
まずは個人の能力としての建設技術力（マネジメント力）
を検討の対象としています。

（次頁左上図参照。建設技術力研究小委員会資料より）

ニュースと解説

「スキルアップ」

図　人口「ボーナス期」と「人口オーナス期」
（㈱ワーク・ライフバランス代表取締役社長 小室淑恵氏資料より） 
https://www.work-life-b.com/information/data-jinko-20160427 

図　建設投資額（名目値）の推移
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3．建設情報システム
一方、社会への情報通信技術（ICT）の急速な浸透に

ともなって、土木技術者にとってICTに関する知識や技
術を習得することが今後ますます重要となっています。

国土交通省が「i-Construction」を強力に推進してい
るほか、土木学会が今年9月6日に開催した土木情報学シ
ンポジウムにおいては、「CIM」「情報化施工」「CG/
VR」「センサ」「リモートセンシング」「人工知能」等の
分野における研究が多数発表され、「オープンデータ」
への取組み、活用についても報告されています。

（http://committees.jsce.or.jp/cceips01/system/files/ 
 42program20170906.pdf）

情報システムは「電算化による業務の効率化」から「情
報化による経営戦略の支援」の役割も担うものに大きな
変貌を遂げており、土木技術者としても、道路、橋梁な
どの構造物を建設するために直接必要となる技術力だけ
ではなく、データベース、ネットワーク、情報セキュリ
ティなどの基礎的な知識、スキルを求められる時代が到
来しているといえます。

土木情報学の教科書として「土木情報学―基礎編―」
が土木学会より発刊されたことも、その証といえるので
はないでしょうか。

4．スキルアップ
「ワーク・ライフ・バランス」とは、「国民一人ひとり

がやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を
果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育
て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生
き方が選択・実現できる」ことを指しています。　

建設産業においても、発注者、受注者ともに週休2日制
の実現など、長時間労働の縮減に懸命に取り組んでおり、
たとえば国交省では、2017年度より国交省発注の原則全
ての工事において、クリティカルパスを受発注者で共有し、
現場着手前に工程に影響する事項がある場合にはその事
項の処理対応者を明確化することとしています。また国
交省大臣官房技術調査課監修の「工期設定の考え方」が
今年８月に発刊され、そのなかで「週休二日を実施した

事例」があり、その事例をもとに週休二日を達成するため
の留意点として、「受発注者双方で工事をマネジメントす
ることが週休二日の確保、ひいては建設現場の生産性向
上に必要不可欠な取組である」ことが述べられているこ
とは、今後の取り組みとして極めて重要な指摘でしょう。

ただ、長時間労働の縮減そのものだけが目的化される
のではなく、「健康を維持」しつつ「やりがいや充実感
を持ちながら働き、仕事上の責任を果たす」ため、縮減
して得られた時間をどのように活用するかということを
求めていくことも大切なことだと考えます。
「時間の使い方に徹底的に向き合い、時間を最大限にま

で効率的に運用し、「こんなことを実現したい」という思
いの人が集まるとそこに向かって走り続けられる」と語
られる識者もおられます。近代組織論の先駆者である
バーナードによれば、組織成立のための3要素は「共通目
的」「貢献意欲」「コミュニケーション」であり、前述し
たドラッカーは「21世紀に重要視される唯一のスキルは、
新しいものを学ぶスキルである。それ以外はすべて時間
とともにすたれてゆく」との言葉を残していると聞きます。

時間を有効に使い、共通目的（付加価値の高い成果）
に向かって如何に貢献できるかを常に意識し、コミュニ
ケーションを図りつつ、自分に不足している、あるいは
もっと伸ばすべきスキルをアップし続けることが、「人
口オーナス期」において生産性を高くするために一人一
人に求められていることと痛感しています。

（参考）�第１回土木IFCセミナー「IFCで何ができるのか」
CIMのデータ連携の中心であるIndustry Foundation 

Classes（IFC）の基礎知識と国際標準化活動に関するセ
ミナーが、buildingSMART JAPAN（bSJ）土木委員会
の主催により以下の通り開催されます（共催：JACIC他）。

土木技術者のデータ連携に関するスキルアップのキッカ
ケとして、ご関心がある方は参加いただければ幸いです。

参加申込：bSJ HPのイベントページからお願いします。
http://www.building-smart.jp/event/event_index.php
※JACIC HP　にもリンクを張っています。

○日時　11月27日（月）　13：00 ～ 17：05
○場所　 TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター

ホール2Ａ
○参加費無料
○土木学会認定CPDプログラム
○プログラム（主な内容）
　１．i-Construction,CIMにおけるIFCの役割
　２．buildingSMARTの活動
　３．CIMにおけるIFCの可能性
　４．IFCの国際動向
　５．CIMにおけるデータ連携の実現
　６．質疑応答

（建設情報研究所首席研究員　宮川勇二）

ニュースと解説

27701200 JACIC news_11月号.indd   2 2017/10/31   13:12:51

http://committees.jsce.or.jp/cceips01/system/files/42program20170906.pdf
http://committees.jsce.or.jp/cceips01/system/files/42program20170906.pdf
http://www.building-smart.jp/event/event_index.php


- 3 -

2017.11月号

JACIC便り

「国際土木委員会」の設置
1．国際土木委員会の設置

JACICnews 5月号で紹介した「国際土木委員会」を、
「buildingSMART JAPAN」（以下「bSJ」という。）と
JACICが9月21日に共同して設置しました。「building 
SMART International」（以下「bSI」という。）の進め
る建設分野におけるBIMの国際標準仕様IFCの国際規格
化に日本が適切に対応できるよう活動していきます。

委員は以下の通りです。
委員長　 矢吹信喜　 大阪大学教授、  

bSJ土木委員会委員長
委 員　 木下誠也　日本大学教授
　　　　常山修治　 国土交通本省大臣官房技術調査課  

建設システム管理企画室長
　　　　上坂克巳　 国土交通省国土技術政策総合研究

所企画部長
　　　　坪香　伸　JACIC理事
　　　　山下純一　bSJ代表理事
なお国際土木委員会の規約に規定しているオブザー

バーの参加については、今後調整していくこととしてい
ます。事務局は、JACIC内に置きます。

2．国際土木委員会の開催
国際土木委員会の開催は、毎年春秋の2回開催される

bSIのStandards Summit の開催後2か月程度後に開催す
ることを予定しています。

今年の秋はロンドンで10月30日～11月2日に開催され
ていますので、第1回国際土木委員会の開催はおおむね
12月頃を予定しています。

Standards Summitにおいては、下図のような「Infra-
structure Room（分科会）」を設けて議論等が行われて
おり、国際土木委員会では、「Port」「Railway」の分野
を除く各プロジェクトにおける議論等の内容について審
議・提案等を行う予定です。

現在、bSIでは、2013年に国際標準規格に認証された
IFC4を部分的に拡張することによりIFC5の策定が検討
されています。 

図 �bSI全体プロジェクト� �
（赤枠内が「Infrastructure�Room」）

Infrastructure Roomのプロジェクトは、「Alignment 1.0」「Alignment 
next phase 1.1」「Rail」「Asset Management」「Bridge」「Road」「Infra 
overall architecture」「IFC Linear extensions」です。

3．その他
今後、国際土木委員会の設置・役割に関する報告を、

・11/15JACIC開催 第18回建設情報研究所研究発表会
・11/27bSJ開催 第1回土木IFCセミナー
で行う予定としており、ぜひご参加いただければ幸いで
す。（bSJあるいはJACICのHPでご確認ください）

（国際土木委員会事務局長　尾澤卓思）

国際土木委員会　規約（抜粋）

（目的）
第 1 条　我が国における CIM（buildingSMART International（以下「bSI」という。）における BIM のインフ

ラ分野を含む）及び i-Construction の導入、普及を適切に行うため、一般社団法人 buildingSMART Japan（以
下、「bSJ」という。）及び一般財団法人日本建設情報総合センター（以下、「JACIC」という。）は、bSI の標
準化活動に対する我が国の対応方針の審議・提案等を共同で行うこととする。

（設置）
第２条　第１条の目的を達成するため、国際土木委員会（以下、「委員会」という。）を設置する。

（活動内容）
第３条　委員会は、bSI の標準化活動に対する我が国の対応方針の審議・提案並びに IFC 普及対応、国際標準化

動向及び国内で検討すべき内容の国内周知を適切に行うため、建設情報に関する国際的な標準化の動向につい
て情報収集、分析を行うとともに、我が国の建設情報の標準化活動に関する提案を行う。
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賛助会員との意見交換会開催報告
1．はじめに

中部地方センターは、平成28年度より賛助会員の皆様
との意見交換会に取り組んでいます。平成28年度は愛知
県内の賛助会員7者との意見交換会を実施しました。平
成29年度も引き続き賛助会員の皆様との意見交換会を計
画しており、今般、三重県内の賛助会員の皆様との意見
交換会を実施しましたので報告します。

2．開催状況
○日時：平成29年10月2日（月）11：30～14：00
○場所：三重県津市（ホテルグリーンパーク津）
○参加者
　・�賛助会員：8者（12名）

賛助会員名（50音順・敬称略） 参加人数
株式会社 アイケーディ 1名
アイトム建設株式会社 2名
岡田工業株式会社 1名
信藤建設株式会社 1名
高砂建設株式会社 2名
東海土建株式会社 2名
中井土木株式会社 2名
松岡建設株式会社 1名

計8者 計12名

　・�JACIC： 4名（坪香理事、経営企画部長、コリンズ・
テクリスセンター長、中部地方センター長）

3．意見交換会の内容
意見交換会は、第1部として坪香理事より建設情報に

関する最新情報を提供して、その内容についての意見交
換、第2部として事前に賛助会員の皆様からいただいた
JACICへのご意見・ご要望に対して回答し、その内容に
ついて意見交換、という2部構成で実施しました。
■第1部
「CIMと建設生産システムのダイナミックス」と題し、

具体的な３Ｄオブジェクトの作成プログラム等を実際に動
かしながら、①工業製品開発におけるメカニカル３Ｄオブ
ジェクトの活用　②建築分野におけるCIMの活用　③土
木分野におけるCIMの活用　について説明をしました。

その後の意見交換で、賛助会員の皆様からは「CIMを
導入・活用したと言うにはどの程度の取り組みが必要な
のか、その程度が分からない。」「CIMを導入するために
はハード面の投資が必要であると分かっているが、それ
を使う技術者がどこまでのスキルを身に付ければ良いの
か。」「発注者が測量・設計の段階からCIMを導入すれば、
現場に入ってからの労力が軽減される。」「精度の高い

CIMを導入するためには非常に手間がかかるのではない
か。」「CIMを検査書類作成の軽減などにも活用すべき。」

「CIMは管理の現場にも活用すべき。」「CIMの基本的・
総合的なプログラムをJACICに開発してほしい。」など
の質問や意見が出され、活発な意見交換となりました。

賛助会員の皆様との意見交換の様子

■第2部
意見交換会開催にあたり、事前に賛助会員の皆様からい

ただいたJACICへのご意見・ご要望は、次のとおりでした。
項目 内容

コリンズ
テクリス

使い勝手の改善（登録工種の増加 等）

発注者調整容易化のための改善（登録確認
等が簡易になる様式の工夫 等）

料金の軽減（訂正時料金の軽減 等）

工事実績情
報公開

公開情報の拡大（登録された工事はすべて
公開の対象とならないか 等）

建設 ICT の
活用

建設 ICT 活用に係る受注者の負担軽減（建
設 ICT の目的である「生産性向上」達成に
向け負担軽減が必要 等）

これらのご意見・ご要望に対し、JACICから①コリン
ズ・テクリスの改善については、システム改良時等にご
意見をなるべく反映できるよう検討を進めること。 ②
訂正時料金についてはデータの信頼性確保（安易な訂正
の防止）のために、ご理解をいただきたいこと。　等を
回答しました。

賛助会員の皆様からは「コリンズ登録と自社の実績記
録を兼ねるようなシステムはできないか。」など、
JACICの今後の取り組みのヒントとなるようなご意見も
いただき、非常に有意義な意見交換となりました。

4．今後に向けて
今年度は、岐阜県の賛助会員の皆様との意見交換会も

予定しています。今後とも、JACICが提供する各種サー
ビスの質向上に向け、地方センターとしても本部と協働
して意見交換会等の各種取り組みを進めていきたいと考
えています。

（中部地方センター長　水谷和彦）
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ブロックチェーンの概要および非金融分野への適用の可能性
1．はじめに

仮想通貨として有名なビットコインの根幹を
成す「ブロックチェーン」という技術は、今や
金融という分野を超えた応用の可能性が期待さ
れております。JACICではこのような社会情勢・
技術動向を踏まえて、ブロックチェーンの基礎
知識を得る目的で、「ブロックチェーンの概要
および非金融分野への適用の可能性」と題して、
株式会社電縁（一般社団法人日本ブロック
チェーン協会準賛助会員）石原玲一氏にJACIC
内でご講演いただきました。当日は理事長をは
じめ18名のJACIC役職員が聴講しました。

2．講師紹介
石原氏は電縁の取締役として、Webシステム

の開発やコンサルティングの提供に携わり、ス
マートフォンとブロックチェーンを活用した安否確認サー
ビスを開発されました。難しい話を易しく解説していただ
き、参加者からの質問にも丁寧にお答えいただきました。

3．建設分野での応用例
講演では、経済産業省の「ブロックチェーン技術を利

用したサービスに関する国内外動向調査」が紹介され、
67兆円もの市場分野がブロックチェーンの適用対象とし
て期待されているとのことでした。ブロックチェーン技
術そのものの説明は様々なメディアでの解説に譲ること
とし、ここでは講演の内容にヒントを得て筆者が思い描
いた建設分野への応用例をご紹介いたします。

（１）施工中の情報共有に
BIM/CIMの分野では、共通データ環境（CDE：Com-

monDataEnvironment）が重要なキーワードとなってき
ました。ひとつのデータを多数の工事関係者で共同利用
する、という状況について、既存の技術の延長で発想す
ると、つい一元化されたデータベースを想像しますが、
実はブロックチェーンを使うと、銘々が分散してデータ
を持つため、中央で集約する必要がなく、コストがかか
らないというメリットが期待されます。

（２）工事の入札・契約手続きに
講演では図中の講演資料のとおり「契

約行為の自動化」という適用例をご紹
介いただきました。所定の条件を満た
した場合に、定められた契約を履行す
るというもので、音楽配信などが考え
られるそうです。この適用例をJACIC

の電子入札コアシステムに置き換えてみると、入札から
契約に至るまでの手続きに適用出来る可能性があると考
えられます。

（３）建設リサイクル分野に
図中の講演資料では「トレース」ということで適用例が

示されております。物流のトレーサビリティ（追跡可能性）
と理解でき、身近なところでは産業廃棄物の電子マニフェ
ストを連想します。建設リサイクル分野でも、JACICが運
営する副産物システムなどには応用ができそうです。

4．おわりに
今年の6月、JACICにJACICクラウド構想検討チーム

が発足しました。CIMやi-Constructionといった建設情
報分野に影響する政策動向を踏まえて、これまでに
JACICが培ってきた建設情報化に必要な技術とクラウド
等の最新ICTとの融合を模索する中で、今回の講演が実
現しました。今後も様々な分野における仕組みを支える
技術の特性を理解して、新たな情報化支援に繋げていき
たいと思います。

（JACICクラウド構想検討チーム　横山善行）

●関連記事
・経済産業省「ブロックチェーン技術を利用したサービスに関する国内外動向調査」

http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428003/20160428003-1.pdf
・一般社団法人日本ブロックチェーン協会

http://jba-web.jp/
・株式会社電縁

https://www.denen.com/
・JACICセミナー「英国のBIMを利用する建設プロジェクトの情報マネジメント仕様書」

http://www.jacic.or.jp/movie/jseminar/pdf/movie20161013_morita.pdf

denendenendenen14Copyright (c) 2017 denen

ブロック
チェーン系

仮想通貨系

ブロックチェーン適用領域の分類
ブロックチェーンの利用事例は下記のような領域に分類することができます。

仮想通貨決済

契約の自動実行

店舗でのbitcoin支払
オンラインでのbitcoin支払
仮想通貨ATM
仮想通貨自動販売機

エスクロー(契約の履行を
受けて自動で決済を実行)
コンテンツ配信(支払を受
け音楽を自動配信)

独自通貨

地域通貨
企業内通貨
ポイント

金融取引

未公開株の取引後手続の
迅速化
クラウドファンディング
マイクロファイナンス

仮想通貨取引所

仮想通貨取引所
仮想通貨FX
仮想通貨発行

仮想通貨

Fintech 非Fintech

仮想通貨を決済
手段として導入、
もしくは金銭の
授受をトリガーと
して処理、手続
を行うシステム
によるサービス。

ブロックチェーン
をデータの保持・
伝送手段、権限
の付与・管理手
段などシステム
の処理基盤とし
て利用するサー
ビス。

土地登記簿
美術品所有権管理
デジタル資産管理

申請事項の承認プロセス
管理(エスカレーション)
ドキュメント授受

サプライチェーン
食品トレース
レンタル品管理
倉庫での保管場所管理

IoT機器からのセキュアな
データ収集
ファイルの真正性の保証
トークンによる広告配信

メッセージサービス
安否確認サービス
受発注情報の送受信(EDI)

ワークフロー

コミュニケーション

トレース

データ流通

所有権管理

講演資料から抜粋
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１．はじめに
平成29年10月18日（水）～19日（木）に福岡国際会議場

において「九州建設技術フォーラム2017」が開催されま
した。JACIC九州地方センターは「CIM」、「積算システ
ム」、「建設副産物情報交換システム」、「Photog-CAD」
の４テーマの出展を行い、「CIM」についてはプレゼン
テーションを行ったので報告します。

２．フォーラムの内容
今年の九州建設技術フォーラムは14回目を迎え『生産

性革命をめざして』をテーマに開催され、実行委員長の
日野伸一九州大学副学長より「少子高齢化による労働力
不足の対策として効率化・省力化の観点で情報を提供す
る」との挨拶がありました。

これを受けて、１日目（18日）には、国土交通省の森
昌文技監よりテーマに沿っての基調講演において「若者
が魅力を感じる方策の一つとしてi-Constructionへの取
り組み」が説明され、女性活躍推進では「女性が働きや
すい職場づくりを目指すことが男性自身が働きやすい職
場につながる」として官民一体となり取り組むとの姿勢
が示されました。

２日目（19日）には、特別講演として（一社）日本建設
業連合会の畠中千野けんせつ小町委員会技術者推進専
門部会長が「けんせつ小町の活躍推進に関する取組み」
をテーマに講演が行われ、続いて『ダイバーシティとイ
ンクルージョンの推進』をテーマに九州で活躍する女
性、企業の経営者等によるディスカッションが行われま
した。

写真２-１�JACIC出展状況

展示技術は「環境」「品質」「安全・防災」「維持管理」
「ICT」「その他（学）」の部門に分けて102社による150
を超える技術の展示と45の技術をテーマとするプレゼン
テーションが行われました。

18・19日のフォーラム期間における来場者数は3,000
人（速報値）を超えました。

３．JACICの技術出展
JACICは『ICT』部門において「CIM」「積算システム」

「建設副産物情報交換システム」「Photog-CAD」の４つ
のテーマでの出展を行い、「CIM」についてはプレゼン
テーションを行いました。

写真３-１�CIMのプレゼン状況

今年は主催者がリクルーティングのブースを設け、土
木系の大学、高校に案内が出されたこともあり、多くの
学生が来場し、JACICのブースで「CIM」の説明を熱心
に聴いて頂きました。

写真３-２�JACICブースでの説明状況

また、積算については、県の担当者へのシステムの説
明と県の現状について聞くことが出来ました。建設副産
物についてはシステムの環境が変わるのに併せて、 
COBRISを平成30年度に無料サービスを行う広報につい
ても行いました。

（九州地方センター長   大塚強史）

九州建設技術フォーラム2017出展報告
JACIC便り
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近畿地方センターでは、近畿2府5県を担当管内として
JACICが提供する情報システムの普及促進活動等を行っ
ています。前回報告の平成29年3月以降の主な活動状況
と今後の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29年6月30日（金）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。近畿地方整備局、7府県と32市町・11
公社等、合計51機関・81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29年8月2日（水）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220名に受講いただきました。

写真-2　講習会の様子

■「建設技術展2017近畿」への共催・出展
JACICは、マイドーム大阪（大阪市中央区）にて、平

成29年10月25日（水）・26日（木）の二日間開催された「建
設技術展2017近畿」に共催、出展しました。

JACICのブースでは、Photog-CAD（災害査定効率化
支援システム）、CIM、建設副産物・発生土システム等、
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
い約250名の方にお立寄り頂きました。ご来場ありがと
うございました。

■「けんせつビデオセミナー」の開催
JACIC、（一社）近畿建設協会の共同主催で、平成28

年10月より「けんせつビデオセミナー」を開催していま
す。これまでに国・自治体及び地元企業を中心に、約
140名の皆様にご参加いただきました。

実施日 開催府県 開催場所

3 月 1 日（水） 和歌山県 日赤会館

5 月 31 日（水） 京都府 （一社）近畿建設協会 京滋支所

10 月 17 日（火） 福井県 （一社）近畿建設協会�福井支所

表-1　平成29年セミナー開催状況

ビデオセミナーは、都市部・地方部を問わず広く技術
者に聴講いただける機会を提供し、最新の情報を共有し、
技術力の向上を図っていただくことを目的としています。

今後の開催につきましては、詳細が決まり次第、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/

写真-3　セミナーの様子

■「Photog-CAD」講習
平成29年7月4日（火）に行われた京測協高度技術学院

「設計コース（第1日目）」講習会にて、「Photog-CAD」
についての講習を行いました。受講者41名の内、33名よ
り「参考になった」「使ってみたい」等のお声をいただ
きました。

平成29年12月以降、Photog-CADはフリーソフト版の
リリースを予定しています。これを機にご活用ください。

■自治体への普及・促進活動
このたび、滋賀県では県内全19市町にてコリンズをご

利用頂くことになり利用率が100％となりました。
近畿地方センターでは、コリンズ・テクリスの重要性

および活用方法等について、また、電子入札コアシステ
ムの導入効果やCOBRIS等についても各自治体へ個別訪
問し担当の皆様へ説明いたします。

JACICシステムの試用サービスのご相談やCIM講習会
他のご要望もお受けしていますのでお気軽に近畿地方セ
ンターまでお問い合わせください。

（近畿地方センター長　沢田道彦）

近畿地方センターの活動報告
地方便り
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JACIC通信

1．実務クラス開講の経緯
　CIM Soluthon®（CIMチャレンジ研修）は、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
こなせる人材育成を目指して、建設事業に即した課題演
習を中心に必要な3次元CADソフトの機能・操作を修
得するための講義・演習を行っています。平成27年度
から研修を開始し、これまでの3年間で6回開催し、
121名が受講しました。これまでの研修は、いわば初
級者向けで、3次元CADソフトの代表的な操作や機能
を理解し、業務の場面で使えることを実感していただく
ことを目的としています。この研修については、受講者
の皆様のアンケートを見ても一定の成果をあげていると
思われます。

コンサル

73%

建設会社
16%

発注機関
4%

その他

7%

受講者数（総数121名）

大変良く理解できた
42%

良く理解出来た
46%

良く理解できなかった
11%

無回答
1%

ソフトの理解度（総数121名）

図－1　これまでの研修の受講者数と研修効果
　その一方、受講者の皆様に研修のフォローアップとし
て行ったアンケートなどで、実務的な研修の開催要望を
いただいた事などから、この度、より実践的な3次元
CADソフトの操作や機能を修得していただくための、

「実務クラス」を新たに設けることと致しました。

2．実務クラスの概要
実務クラスは、日常業務で3次元CADソフトを利用し

ている人の、3次元CADソフトを活用した課題解決能力
の向上を目的としています。したがって、課題演習で取
り組む課題は、実際の業務で設計された施設を3次元モ
デルとして作成していただき、そのモデルを対象に業務
でよく見られる課題を設定しています。研修内容、設定
した課題を紹介する動画を募集案内のホームページに用
意しています。申込みに当たっては、紹介動画で研修内
容・レベルを確認していただくことをお勧めします。な
お、研修期間内に研修内容を十分に修得していただくた
めに受講者の方に条件を付けさせていただいています。
【募集案内のホームページ】
http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index.html

3．実務クラスの申込み概要
●日　程： 平成29年12月13日（水）～12月15日（金）
●会　場：�一般財団法人全国建設研修センター 

〒187-8540　東京都小平市喜平町2-1-2
●対象者：�設計コンサルタント会社、建設会社、測量地

質会社、発注機関等に所属する土木技術者
●受講コースの概要　表－1をご覧下さい。
●C P D：�受講者には、以下のCPDポイントを証明します。

・土木学会CPDポイント： 18.2ポイント（申請中）
・測量協会CPDポイント：18� ポイント（申請中）

●修了証：�全過程を受講された方には修了証を発行します。
●申込方法：�JACICホームページの募集案内の「申込み

フォーム」からお申し込み下さい。
●申込締切：�平成29年11月17日（金）17時 

受講決定者への連絡は、11月22日（水）を予
定しています。

（CIM教育PTリーダー　杉原直樹）

CIMSoluthon®(CIMチャレンジ研修)で、より実践的な研修が始まります
～ 3次元CADソフトを使っているあなた、スキルの向上を目指しませんか。受講者を募集しています。～

表－１　CIMSoluthon®（CIMチャレンジ研修）実務クラスのコース、定員、受講者に求める条件、受講料
コース名 定員 使用ソフト 受講者に求める条件 受講料

A： インターチェンジ及びランプ
の設計、現道との交差点設計 10 名 ・Autodesk InfraWorks 2018

・AutoCAD Civil3D 2018
概略・詳細を問わず道路設計の経験
者であること。（事前学習のお願いが
あります）

177,660 円
（税込み）

B： 橋梁工事にかかる施工シミュ
レーションの作成及び３Ｄモ
デルに付与した属性活用

10 名
・V-nasClair
・V-nasClair Kit シリーズ
・橋台の設計計算

橋梁設計の経験者であり、２次元
CAD 又は３次元 CAD の操作経験が
あること。

121,500 円
（税込み）
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