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新年明けましておめでとうございます。
皆様には、日頃より当センターの事業に対し、深いご

理解とご支援を賜っており、厚く御礼申し上げます。
さて、昨年1年を簡単に振り返ってみます。
H29年度の公共事業関係予算は5年連続で前年度並み

に確保されました。公共事業関係予算の執行に当たって
は、働き場所として必ずしも良い評価を受けていない建
設業の就労条件を改善し、魅力ある職場にし、労働者不
足の解消や生産性の向上に向けた取り組み『働き方改革』
が始まった年でした。週休2日の確保のための適正な工
期の設定や施工時期の平準化などの努力が発注者に求め
られました。

また、その実施に当たっては、建設現場の生産性の向
上に向けて、ICTを全面的に導入した施策であるアイ・
コンストラクション（i-Construction）の取り組みが拡
大され、一般化されつつあります。この他、AI等の新
技術の開発･現場導入の検討がされ始めました。

これらの施策のインフラとも言うべき、3次元モデル
を活用した建設管理システム、いわゆるCIMですが試行
段階を終えて、いよいよCIMに適
した工事への本格的導入段階を迎
えています。試行を踏まえ、設計・
施工など各ステージにおける実施
に向けた「CIMガイドライン」が
昨年度策定され、その検証ともいう
べき段階に進んでいます。

産学官一体で進めるCIMに関す
る技術的検討・確立･普及の中心的
役割をJACICは果たしてきたと自
負しています。国内で進めるCIM
に関する事柄を、海外に発信する
とともに、海外で進める先進国の
情報をいち早く取り入れる役割を
担うべくbuilding SMART Japanと
ともに、JACIC内に国際土木委員
会を設立しました。

この他、引き続き北欧をはじめ欧州諸国のBIM・CIM
先進国を積極的に調査し、最新動向の把握に努めました。
また、これらの成果は、随時、セミナーやパネルディス
カッションの開催や、ホームページ掲載などで公開して
きました。また、より多くの皆様に情報を提供するため、
東京で行われるセミナーなどを地方へビデオ・セミナー
という形で行いました。

さて、今年ですが、引き続き力を入れるCIM関連事業
に加え、コリンズ・テクリスの抜本的改良の推進、蓄積
したビッグ・データの活用検討、JACICが運用するシス
テムのクラウド化、モデル地区を定め地下情報の見える
化（下図参照）、さらに、市町村支援の充実や運用シス
テムの安全・安定管理など所員一同努めてまいります。

以上、新年を迎えて所信を申し述べましたが、常に社
会のニーズを的確にとらえ、必要な情報・技術を持って
積極的に社会貢献をして参りますので、今年もJACICを
宜しくお願い致します。

理事長　門松　武

新 年 の ご 挨 拶新 年 の ご 挨 拶新 年 の ご 挨 拶新 年 の ご 挨 拶

3D CADデータによる地下情報の見える化（下水道（雨水）の例）
（JACIC自主研究より）
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平成29年JACICをめぐる主な出来事を発表します。

1．CIMの普及・定着への貢献
　今年もCIMの普及･定着のために主導的役割を果たし
ました。
1-1 CIMに関する先進地域調査と国内への情報発信

英国の BIM Task GroupとJACICの間で締結した「BIM/ 
CIMに関する情報交換を行うための覚書」をもとに、英
国におけるBIMの方向性に関する情報収集を行うと共
に、EUBIM Task Groupがまとめた “Handbook for the 
introduction of BIM by the European Public Sector” を
入手し、日本語に翻訳し、1月13日JACICセミナーで発
表しました。また、英国コンサルタントやゼネコンに対
する英国でのBIM義務化の状況についてのヒヤリングや
ケンブリッジ大学（英国）・オウル大学（フィンランド）にお
けるBIMの先進的な事例調査を行い、12月12日JACICセ
ミナーで調査結果の報告を行うとともに、オウル大学の
Rauno教授を招聘しフィンランドにおけるBIMの取り組
み状況についての講演会を開催しました。
1-2 人材育成のためのCIMチャレンジ研修の開講

平成27年から実施している3DCADの知識を持った土
木技術者育成のためのCIMチャレンジ研修CIMSoluthon®

は、平成29年度から（一財）全国建設研修センターにおい
て3DCADソフトのより実践的な機能・操作の習得を目
指す実務クラスを開講しました。研修の目玉となる「課
題演習」の教材は、JACIC内に課題作成委員会を設置し
て専門的な視点から作成しました。
1-3 国際土木委員会の設置

わが国におけるCIMの導入、普及を適切に行うため、
buildingSMART International（bSI）における3次元デー
タモデルの仕様の標準化活動に対しわが国の対応方針の
提案等を行うことを目的に、JACICと一般社団法人
buildingSMART Japan（bSJ）は、9月21日共同して国
際土木委員会を設置しました。
1-4 国際会議への参加

bSIロンドン国際会議に参加し、国際標準化の動向を
把握し他国との情報交換を実施しました。また土木建築
情報学国際会議（ICCBEI）2017台湾へ参加し6編の論文
を発表しました。

2．海外で初のJACICセミナーを開催
日本からコンサルタントやベンダーなど5社が参加し、

日本の建設分野の情報化の取り組みを紹介するため、海
外（台湾）で初のJACICセミナーを開催しました。

3．市町村支援の施策を充実
3-1   市町村が国の平準化施策に資するようコリンズ

データを提供
JACICは適切な入札契約制度の執行のため工事･業務

実績情報システムを運用しておりその検索利用機関は
年々増加し、平成29年3月末でコリンズが969機関、テク
リスが705機関です。このコリンズデータを基に、今年
も国の発注時期の平準化施策に資するデータ（約1,700
市町村分）を国土交通省を通じ各地域発注者協議会に提
供しました。
3-2 CIM普及に向けたビデオセミナーの実施

CIMの普及を目指した地方でのビデオセミナーや講習
会を12ヶ所で実施しました。
3-3 フリーソフト版Photog-CADを公開

災害査定設計書作成以外の作業にも3次元オブジェク
トの活用を推進するため、Photog-CADのフリーソフト
版を平成29年12月に公開しました。

4．九州北部豪雨に対する支援
平成29年7月に発生した九州北部豪雨の災害に対し、

緊急的速やかに各種支援を実施しました。（コリンス・
テクリスの無料利用、JACICWeb版土木積算システム
の提供、建設副産物・建設発生土情報交換システムの無
料利用。Photog-CADの無料貸し出し。）

5．�建設生産システムの効率化と品質確保のためのシス
テム普及拡大

JACICはコリンズ･テクリスシステムを始めとし、積
算システム、入札情報サービス、電子入札コアシステム、
建設副産物情報サービスを運営し、これらシステムの普
及を図っています。中でも入札手続きの効率化を図るた
めの電子入札コアシステムが都道府県、政令指定都市の
全団体に採用されました。

今年もJACICはCIMの普及・定着に主導的な役割を果
たし、建設生産システムの効率化と品質確保に貢献して
いきたいと考えています。

（経営企画部次長　髙橋克和）

JACIC便り

平成29年　JACICをめぐる主な出来事
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buildingSMART  Internationalの標準化動向
―英国、ロンドン国際会議2017参加報告―

JACIC便り

1．buildingSMART国際会議
buildingSMART  International（以下、bSI）とは、 3

次元CADを中心としたBIMソフトウェア間で相互に
データを運用するため交換標準の規格化を行う国際的な
組織です。その中核仕様のIFC（Industry Foundation 
Classes）は2013年3月に国際規格ISO16739を認証取得後、
建築分野から土木分野へ拡張したOpenINFRAとして
BIMの適用拡大を加速しています。

本会議は18支部の持ち回りで年2回の頻度で開催され
ます。今回は英国支部の主催によりロンドンで10月30日
から4日間の日程で開催され28の国・地域から330名の参
加登録がありました。日本からはbuilding SMART 
Japan（以下、bSJ）関係者を含めた16名のうち国際土
木委員会から6名が出席しました。

C buildingSMART
参加者集合写真

JACICは2014年秋の第3回トロント国際会議から前回
まではbSJのメンバーとして活動してきました。今回は
本年9月JACIC設置の国際土木委員会からの初参加とな
りました。

これまで同様に国
際標準化の動向を把
握するとともに他国
との情報交換および
bSJ等、国内関係者
との有機的な連携体
制を図り情報共有を
推進します。

2．全体会議、インフラ分科会の状況
全体会議の後、新旧9つのRoomに分かれて報告・審議・

決議が行われました。委員会メンバーは主にインフラ分
科会（Infrastructure Room）に参加しました。

次図IFC策定ビジョンにあるように2018年策定のIFC 
4.2を踏まえてIFC 5の2020年策定を必達目標としまし
た。IFC5策定は5つのプロジェクト①Bridge ②Road ③
Rail ④Tunnel ⑤Maritime（Ports & Habours）の共通

項目を統合するCommon Definition作業を行い各プロ
ジェクトに特定のスキーマ定義の追加作業工程を経て
bSI規格になります。 

C buildingSMART
IFC統合・拡張スキーマビジョン

プロジェクトは次図ロードマップに従い線形・地形、
鉄道・道路・橋梁・トンネル・港湾等のExpert Panel（専
門家チーム）によるIFC拡張スキーマの検討を行い、成
果を追加したIFC5の策定が進められます。

C buildingSMART
IFC5へのロードマップ

3．おわりに
国際土木委員会の役割としてbSIのプロジェクトの標

準化状況の情報や要請をbSJから受けて国内関係者に伝
達しその返答をbSJに返し対処を促すことで日本が不利
益を被ることの無いように取り組むことが重要です。ま
た、国内の業務プロセスの効率化に貢献する要素技術、
ユースケースがあれば参考にして適用を図ることが望ま
れます。さらに日本国内でbSIのプロジェクト対応が必
要との要請があればbSJと連携して関係者、関係団体と
調整も必要と考えます。

次回は2018年3月にフランス、パリで開催され、10月
には東京で初めてのサミット開催となります。bSJの開
催支援を行うとともにこれを機にJACICとしてもテーマ
を定め、世界に発信して国際標準化に貢献できるよう企
画検討を行います。

（国際土木委員会　事務局員　宮本勝則）

国際土木委員会のinfraRoom参加者
（但し、左から2人目は韓国 李教授）

27701263 JACIC news_1月号.indd   3 2017/12/26   10:32:57



- 4 -

2018.1月号

JACIC便り

COBRISの利用料金に関するキャンペーン
1．キャンペーンのご案内

平成30年度の無料利用サービスについては、前号
（JACICnews 2017/12月号 №343）でご案内したところ
です。

今回は、上記無料利用サービス以降につきましても、
利用料金に関するキャンペーンを継続することが決定し
ましたので、お知らせいたします。

2．平成30年度の無料利用サービス
前号のおさらいとなりますが、平成30年度の無料利用

サービスの利用条件は以下のとおりです。

・ サービスの対象期間は 平成 30 年度の 1 年度間。
・ 平成 29 年度に COBRIS に加入していない者。
・ 平成 30 年度に都道府県市区町村工事を契約した

発注者・受注者。

なお、平成29年度にご利用されている機関内におきまし
て、平成29年度に未加入の本局部・事務所、または本店・
支店については、本サービスのご利用が可能です。

3．平成31年度からの利用料金負担軽減
今回の新たなお知らせは、平成31年度から、都道府県・

政令市を対象に、以下のとおり利用料金のご負担を軽減
するサービスです。

　▼平成29年度に本システム未加入の方
　　・ 都道府県・政令市の契約単位を「本局部・事務

所単位」から「都道府県・政令市単位」に変更
します。

　　・�年度間利用料金32,400円で、必要とする数のロ
グインIDをお渡しします。

　　・�帳票のチェック・集計とりまとめ、処理施設情
報・調査価格情報など、全ての機能がご利用い
ただけます。

　▼平成29年度に本システムをご利用されている方
　　・�平成31年度の利用金額を半額にします。
　　・�平成32年度以降も更に段階的に減額していきま

す。
　　※上記ともに、32,400円を下限とします。

詳細については、JACIC建設副産物情報センターへお
問合せください。（直通：03-3505-0410）

 （建設副産物情報センター　参事　小関喜晴）

キャンペーンの整理 
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JACIC便り

全ての都道府県、政令指定都市に電子入札コアシステムの導入を実現
電子入札コアシステムは、平成29年7月に岡山県及び

岡山市他の共同利用契約が結ばれ、全ての都道府県、政
令市の運用が実現される見通しとなりました。ここでは、
電子入札コアシステムのこれまでの開発経緯、普及状況、
今後に向けた課題についてご紹介します。

1．これまでの開発経緯
電子入札コアシステムは、当時の建設省が平成8年に

策定した「建設CALS／EC整備基本構想」を端緒とし
て平成13年に国土交通省が策定した「CALS/EC地方展
開アクションプログラム（全国版）」の趣旨に則り、地
方公共団体等の公共発注機関での円滑な電子入札システ
ムの導入を支援するため開発されました。平成13年7月
に複数のITベンダーが参加する電子入札コアシステム
開発コンソーシアムが設立され、複数の公共発注機関に
適用可能な汎用性の高い電子入札システムのコア部分

（パッケージソフトウェア）として同年11月に国土交通
省が無償公開した電子入札システムの仕様を参考にし
て、電子入札コアシステムの仕様および普及の検討が進
められました。仕様が確定した後はJACIC、SCOPE※に
おいて開発が進められ、平成14年6月に電子入札コアシ
ステムVer.1がリリースされ、現在のVer.6に至るまで公
共発注機関のニーズを取り入れて開発、改良が続けられ
ました。

※ SCOPE:一般財団法人港湾空港総合技術センター

 

また、「CALS/EC地方展開アクションプログラム（全
国版）」では、国土交通省が必要に応じて支援を行う場
合の目標年次の目安が次のとおり示されました。普及に

向けた支援にあたり、コンソーシアムの下に普及検討
WGが設置され地方公共団体の普及に向けた様々な活動
が行われました。システムの導入、運営予算の確保や他
システムとの競合などの様々な課題があり、普及には時
間がかかりましたが、平成29年に全ての都道府県、政令
指定都市の導入に至りました。当初は他のシステムを導入
した団体もありましたが、電子入札コアシステムでは改良・
保守の費用を幅広い利用団体で分担できることや応札者
の機器や操作が統一されるなどのメリットもあり、近年
では電子入札コアシステムに乗り換えた団体もあります。

2．普及状況
導入団体数の推移のグラフをみると、平成29年12月時

点の導入団体数は839団体となり、近年もなお増加傾向
にあります。

市区町村の導入団体数は727団体で、市区町村全体に
占める割合は41.7％に達し、電子入札システムのなかで
最も多く導入されています。また、人口10万人以上の市
では81.8％、中核市では87.5%と、人口規模が多く行政
機能が高い市では導入割合が高い傾向にあります。
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JACIC調べ 開発中・準備中団体を含む。平成16年度までは、集計

データがないため共同利用は件数に含まず。年度末の件数を集計。 

図　電子入札コアシステムの導入団体数

3．今後に向けた課題
電子入札コアシステムのさらなる普及に向けては、都

道府県別の市町村導入割合に大きな差があることから、
導入割合の少ない県を対象に、市町村向けの普及を促進
していく必要があります。JACICでは市町村への個別の
説明や合同説明会の開催などを通じて、電子入札のメ
リットや共同利用による低コストの導入手法などについ
て、市町村の皆様にご理解いただけるよう普及啓発活動
を進めてまいります。

（システムエンジニアリング部次長　服部　司）

CALS/EC 地方展開アクションプログラム
（全国版）における電子入札の目標年次

○都道府県・政令指定都市
　　2003 年度 一部本運用 2007 年度 完了
○主要地方都市（中核市）
　　2004 年度 一部本運用 2008 年度 完了
○市町村
　　2004 年度 一部本運用 2010 年度 完了

27701263 JACIC news_1月号.indd   5 2017/12/26   10:32:58



- 6 -

2018.1月号

1．はじめに
平成29年10月8日から10月18日にかけて、BIM/CIMに

関する最先端の技術動向を把握するため、イギリス・フィ
ンランドに海外調査に行ってきました。その調査結果に
ついて報告いたします。

表-1　調査団名簿
氏　名 所　属

矢吹　信喜 大阪大学　教授
森田　義則 JACIC 研究開発部
長瀬　恒久 JACIC 研究開発部
影山　輝彰 JACIC 研究開発部
阿久澤　孝之 JACIC 研究開発部
荒川　裕也 JACIC 研究開発部
田中　直樹 JACIC 研究開発部
鈴木　泰之 （株）建設技術研究所
児玉　直樹 （株）建設技術研究所
福地　良彦 （一社）Civil ユーザ会

表-2　訪問先および調査概要

英国
◦ケンブリッジ大学 BIM に関する研究動向
◦ UK BIM task Group
◦ EU BIM task Group

UK BIM でのコスト削減目標設
定について
EU 各国への BIM 推進組織、
EU BIM handbook の概要

◦ UK BIM Alliance 中小企業への CIM 導入のための
中立組織の概要

◦ Digital Built Britain UK BIM の将来形 BIM レベル 3
について

◦ NBS National BIM Library の概要
◦ Jcobs 社 コンサル 高速道路事業での BIM 導入状況
◦  Waterman Group Plc  

コンサル
受注者としての UK BIM レベル2
の状況

フィンランド
◦オウル大学 BIM に関する研究動向
◦ InfraKit 社 情報化施工データの情報共有

環境 InfraKit の概要

2．調査結果の概要
（1）BIM/CIMに関する研究動向

ケンブリッジ大学では、ディープラーニングを活用し
た画像認識に関する研究、Virtualizing Infrastructure
と題して3次元データを活用した建設業の生産性向上に
関する研究について紹介いただきました（図-1）。

オウル大学では、BISG（Biomimetics Intelligent Systems 

Group）の研究やロボットのインフラ分野への適用に係
る研究等を紹介いただきました。

（2）UK BIM task GroupとのMoUの履行
JACICは、BIM/CIMに係る技術的な情報交換を行う

ための体制を構築するため、2016年にUK BIM task 
GroupとMoUを締結しました。これに基づき、EU各国
のBIMの取組みを紹介している「EU BIM handbook」
について説明いただきました。EU BIM handbookは、
BIM導入のためのフレームワーク（図-2）やEU各国の
ベストプラクティス集を紹介したものであり、国内の
CIM推進に参考となる内容でした。

図-2　BIM導入のための枠組み（EU BIM handbook）

（3）PAS1192の実施状況
JacobsやWaterman Group等の実際にBIMを活用して

業務に取り組んでいる民間企業を訪問し、BIMやPAS1192
の実施状況や具体的な課題について調査しました。

3．おわりに
BIM/CIMの先進国である、2カ国の取り組みや先進的

な研究事例の調査結果を活かし、JACICは今後も国土交
通省と連携して、CIMの導入・推進に向けた支援を行っ
てまいります。

（研究開発部　研究員　田中直樹）

JACIC便り

CIMの動向（その24）
―BIM/CIMに関する海外調査結果報告―

図-1　BIMの研究紹介（ケンブリッジ大学Brilakis教授）
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四国地方センターは、四国4県を担当管内として、JACIC
の各種システム等の普及促進活動を行っています。本年
度の現在までの主な活動をご紹介します。

■コリンズ・テクリス
管内の導入状況は、全95市町村のうちコリンズ76%、
テクリス56%の導入率（平成29年11月末現在）であり、
横ばい状況です。引き続き、未導入やアクセス数の少な
い自治体を対象に訪問活動を行っていきます。

■電子入札コアシステム
四国地方では、国の機関や四国4県、29市町村で運用
されていますが、市町村の導入率は31％と未だ低い状況
です。
6月28日には、「平成29年度四国地方ブロックコアユー
ザー会議」を高松市内で開催し、国、県、市から12団体、
15名が出席され、システムの運用等について活発な意見
交換をしていただきました。

平成29年度四国地方ブロックコアユーザー会議

■RCCM資格試験受験準備講習会
8月3日に香川県土木建設会館において、平成29年度の
講習会（高松会場）を開催し、102名の方が受講されま
した。なお、平成30年度から高松会場は、インターネッ
ト（Web）による講習会を実施する予定です。これに
より今後は、受講者数の増加が見込まれています。�

■Photog-CAD
本ソフトは災害査定申請作業や被災箇所等の調査にお
いて、迅速かつ安全な作業に有効で、引き続き四国では
地方自治体を主体に普及活動を行っています。
8月30日には、四国地方整備局四国技術事務所の要請
に応じて、Photog-CADシステムに関する勉強会を開催
しました。近年、頻発する豪雨災害に備えるため、本勉
強会には整備局の総括防災調整官をはじめ、防災担当職
員等、25名が参加されました。災害時の利用をはじめ、
幅広い利用が期待されています。
 

Photog-CAD勉強会

■情報共有システムの活用
JACICでは情報共有システムを用いた工事の電子成果
品の「電子納品・保管管理システム」登録までの効率化
に向けて検討しており、11月28～29日に四国地方整備局
四国技術事務所において、試行工事（25件）の電子成果
品を対象に一括登録検証を実施しました。

■建設副産物情報交換システム（COBRIS）
CREDASの平成30年3月31日廃止を受けて、システム
未加入者（四国4県など）にCOBRIS平成30年度無料サー
ビスについて、情報提供しているところです。
また、平成29年12月21日の「建設副産物対策四国地方
連絡協議会」開催にあたり、JACICからもオブザーバー
として参加させていただき、COBRISと�CREDASの違
いや書類提出・確認のメリットなどを説明する予定です。

○ 　JACICシステムの試用サービス、操作説明、講習会
の開催等のご要望がありましたら、お気軽に四国地方
センターまでお問い合わせ下さい。

（四国地方センター長　鷲津隆廣）

四国地方センター活動報告
地方便り

平成29年度RCCM資格試験受験準備講習会
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JACICnews「No.341」（2017.10月号）にて開催をご案
内しました「平成29年度JACIC研究発表会、研究助成成
果報告会」を、11月15日に赤坂駅カンファレンスセンター
において、141名の方々（うち、JACIC関係者・研究発
表者は74名）にご参加頂き開催いたしました。

今月号では研究発表会の開催報告を行います。
○アンケート結果の概要

研究発表会では、研究所長報告、国際土木委員会設置
報告に引き続き、9題の研究発表を行いました。アンケー
トにご回答いただいた51名の方（JACIC関係者分を除く）
の所属、及び発表会の満足度は下図に示すとおりであり、
多方面からのご参加と、発表会にほぼご満足いただいた
結果となっています。

また各発表内容の「有意義さ」に関してご回答いただ
いた結果（下図）では、「土木工事積算の効率化」の発
表内容が最も高く評価され、次に「コリンズ・テクリス
センターの問合せ対応へのAI技術」、「タブレットを活
用した点検・調査データの入力システム」の順となって

います。これらの発表内容については今後JACICnews3
月号～5月号にわたってシリーズで掲載することを予定
しています。

また、発表内容に関する「ご関心」についてもアンケー
トしましたが、その結果も前述の3研究には高い関心が
示されています。また「地下埋設物の3D化」「CIMにお
ける地形情報」の各研究にも1/3の方々が高い関心を示
されていますので、これらの分野の研究の進展が今後期
待されていることだと考えます。
○次年度に向けて

今回の研究発表はJACICが種々取り組んでいる内容を
幅広く発表することとしたことから、発表題数がかなり
多くなったため、発表スライドの枚数制限、短時間の発
表時間の厳守を実施した結果、「発表時間が短く、わか
りづらかった」というご意見をいただきました。

また今回は研究の「背景（目的）」「アプローチ（解決
するための対策・手法））「結果（及び今後の課題））」を
整理して発表することとしましたが、研究内容をわかり
やすく説明する取り組みも今後の課題と考えています。

今回の発表資料等は昨年12月末にJACICNET（会員
制）に掲載しましたので、ぜひそちらをご覧ください。

　　　http://www.jacicnet.jacic.or.jp/

（建設情報研究所首席研究員　　宮川勇二）

平成29年度JACIC研究発表会の開催報告
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コリンズデータによる工事の平準化状況の表示

コリンズ・テクリスセンターの問合せ対応へのＡＩ技術の適用

台湾ＪＡＣＩＣセミナーが意味するもの

建設リサイクル・クラウド環境開発

土木工事積算の効率化に向けた基礎的研究

地下埋設物の３Ｄ化に向けた現状把握と今後の方向性

土木技術者のためのＣＩＭ教育プログラム及び素材の開発

タブレットを活用した点検・調査データ入力システム

ＣＩＭにおける地形情報の取扱い

発表内容の有意義さ（％）

おおいにある 少しある あまりない まったくない わからない

JACIC便り
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