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2017年は、囲碁ソフトの活躍で、AIとか「深層学習
（Deep Learning）」という言葉が流行語にもなりました。
また、それと並行して人工知能による「絵画」や「小説」
も出来るということが話題になり、さしずめAIという
用語はちょっとしたブームになっているようです。

また最近では、学習用データを人工的に作り出す
GANという新しい技術も登場して来ました。

今回はこれら人口知能に関する話題とその方向性を考
察してみました。

1．「東ロボ」プロジェクトの事例
国立情報学研究所（NII）では、2016年度まで「東大

入試」をパスすることを目標としたロボットの開発を目
指して、「東ロボ」プロジェクトというものが行われま
した。その結果はというと、択一方式の「大学入試セン
ター試験」に対しては、受験生の平均点以上の成績（偏
差値51）を達成するところまでは来たものの、記述的回
答が求められる二次試験の合格レベルには結局のところ
及ばず、残念ながら挑戦を断念しました。その理由は「現
時点におけるAIを構成する論理では、論述式の「読解力」
に限界があることが判明した」とのことでした。（出展：
YAHOOニュース江川紹子「大事なのは読む力だ」）

この「読解力」について、プロジェクトリーダーを務
めた新井紀子教授は言語学から数学の世界に転じた経歴
を持つ学者ですが、同YAHOOニュースの中では、以下
のように解説しています。“問題文中に「・・・以外の」
とか「・・・の内、○○％が・・・」というような「人
間の読解力」を必要とする問題に対しては、ほとんど機
能できなかった”。

要するに、人工知能は「教えられたことには回答でき
るが、経験・知識のないことには未だ対応できない」と
いうことのようです。この読解力は「言葉に関するAIが、
そのベースとしている数学的基礎の限界」であると新井
教授は判断し、断念したとのことです。また、「この壁
をクリアするにはデータ数が決定的に足らずに、それを
集めるためのコストの関係で断念したのも事実」という
解説もありました。

2．囲碁ソフト「アルファ碁」の事例
Google DeepMind という米国の会社が開発した囲碁

のソフト「AlphaGo」は、驚異的なスピードで進化をし
ました。2015年に初代のバージョンが、初めてプロの囲
碁棋士に互先で1勝して以来、2016年には韓国トップ棋
士のイ・セドルプロに4勝1敗と勝ち越し、さらに2017年
5月には当時世界最強と言われた中国の柯潔プロに3勝全
勝という快挙を成し遂げました。この時点で人間のレベ
ルを大きく越したことが明確になり、AlphaGoの開発者
は、「もう人間との対戦はしない」と宣言をしてしまい
ました。

この「AlphaGo」の強さの秘訣は、AlphaGo同士が対
戦し、その経験もデータに組み込むという仕組みを作っ
たことにあったかと思います。「機械学習」あるいは「強
化学習」とも言われるものです。
「AlphaGo」 の、 最 新 の バ ー ジ ョ ン は、「AlphaGo 

Zero」というもので、過去のバージョンと比べても、
更に強くなっています。最初のAlphaGoは、人間が過去
実際に打った囲碁の記録「棋譜」というものを、覚えさ
せる（データを入力する）、というところからスタート
しています。しかし最新のバージョン「AlphaGo　
Zero」では、その過程を経ずに、簡単なルールを教え
た後、いきなりお互いの対戦を始めることから強化学習
をスタートさせました。それでも1日に10万回以上は対
戦し、学習開始40日後の500万回を超えたあたりで、過
去のバージョンにも勝つようになり、現時点では2000万
回以上の対戦を経験しているとのことです。（出展

「AlphaGoの開発」Wi Ki）
なぜ、これほどゲームの世界では人工知能が成功した

のか？という疑問に対しては、ゲームのような結果がす
ぐ出せるようなものは、他の分野に比べて人工知能の論
理を組みやすかったのだという説もあります。

3．決め手はデータの量
上記2つの事例から読み取れるのは、人工知能の成功

の決め手は「データ量」ということになるかと思います。
「東ロボ」プロジェクトではまだデータの集め方が少な
かったものの、「AlphaGo」では数百万〜数千万の対戦
データを集めたという実績があります。

最近のAI（人工知能）の話題から
ニュースと解説
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最近のAIの技術進歩を3段階で考えてみると（1）画
像認識、（2）書き言葉の読み取り、（3）話し言葉の聞き
取り、という3つのレベルに分けて考えることが出来る
かと思います。

その中で、一番進んでいるのは（1）画像認識の世界
です。これは既に空港やビルの中で同一人物を割り出せ
る防犯用として、実用に供されています。パナソニック
社の「ディープラーニング顔認証システム（FacePRO）」
では、45度横を向いた顔の画像でも、サングラスやマス
クをした人からでも同一人物が見抜けるようになったと
いうことで、米国国立標準技術研究所（NIST）の評価
基準において世界最高水準を達成したと2017年2月に発
表しています。（出展；日経BPパナソニック未来コトハ
ジメ「ディープラーニング×監視カメラが人間の目を超
えるか」より）画像認識の人工知能は既に実用段階に来
ておりますが。これは画像のデータが元々集めやすい特
徴があったからとも思えます。画像認識の世界では、米
国IBMのクラウドサービス「Visual Recognition」という
製品も出ており、顧客ごとの「追加学習」によって、多
くの用途に対応できるような時代も到来しつつあります。

4．話し言葉は、もっとも難しい分野か？
一方、（2）書き言葉の読み取りの分野ではgoogle検索

やウェブ上の無料翻訳サービスが代表的な事例です。
google検索の精度がここ10年程度でかなり使いやすく
なったことは皆さまの認識が一致するところです。ほぼ
実用段階にあり、「完全な読解力」ではないものの、日々
活用されている分野かと思われます。

これに対して、（3）話し言葉の聞き取りの分野は、未
だ発展途上と言えます。例えば「・・・をお聞きしたい」

「・・・について質問したい」「・・・の仕方が分からな
いのですが」という3つの言い方が、ほぼ同じ意味であ
ることは、人間には瞬時で分かります。しかし、これを
人工知能が「同じ意味である」と認識するためには、そ

の分野の「類義語の辞書」が必要になってくるというの
が、これまでの考え方でした。

株式会社ソフツーが開発しているクラウド型のコール
センターシステム「BrueBeen」は、東芝デジタルソリュー
ションズの人工知能サービス「RECAIUS」を活用する
ことにより、コールセンターの人工知能化を図ることが
出来るようになったとのことです。これは完全な話し言
葉の対応ではないのですが、「購入ですか？それともお
問合せですか？」とAIが質問することによって、「決まっ
た言語の回答」を引き出して、これに対応できる人工知
能を実用化した事例です。

この程度のことが出来るだけでも相当の人員コストが
削減できるとの予想で、既に「BrueBeen」を導入して
いる100社以上の会社に導入が検討されているとのこと
です。（出展；IoTNEWS「コールセンターの人員不足
をクラウド・AIで解決」）

5．少ないデータを補う技術の登場
2017年には、これに加えて「敵対性生成ネットワーク

（GAN）」という技術も出て来ました。ゲームの世界と同
じく、AI同士が「贋作作家」と「鑑定士」になるとか、

「詐欺師」と「警察」の役になって、ひとつの本物の画
像から、よく似たものを創作して、それが実際に有り得
るか、有り得ないかを相手のAIが判定するということを
繰り返し試行させるという手法で、これによって人工知
能の認識能力が高められる技術だとのことです。これに
よれば、少ないデータでも多くのデータを創出して機械
学習が出来るようになる技術だと考えられます。データ
量の壁という問題にひとつの方向を与えているようです。

AIに関する技術は日進月歩であり、今後とも多くの
ニュースが飛び込んで来るかと思います。我々はそれら
のニュースに敏感であり続けたいと考えています。

 （電子入札支援センター長　河内　康）

AlphaGo に敗北したイ・セドルプロ
（Business Journal 2017.06.15より）

東芝RECAIUSを導入したBlueBeans
（IoTNEWS018.01.16より）

ニュースと解説
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平成30年度（一財）日本建設情報総合センター研究助成公募案内
JACIC便り

（一財）日本建設情報総合センターでは、財団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30年度は以下のとおり助成の対象を公募しています。

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。（http://www.jacic.or.jp/josei/itiran_2017.html）

また「JACICnews 2018年2月号」に、平成29年度の研究助成成果報告会の開催報告として、アンケート結果の概要
と今後の課題を報告しています。（http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/）

1．公募期間
平成30年4月16日〜平成30年6月30日

2．研究助成の対象課題

（a） 建設情報の標準化に関する調査研究
（b） 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
（c） 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
（d） 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
（e） 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
（f） 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
（g） i-Constructionの推進に関する調査研究
（h） 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
（i） 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
（j） AIを活用したシステムサービスに関する調査研究
（k） 建設分野の情報技術者の育成に関する調査研究
（l） 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
（m） その他（上記（a）〜（l）以外で、財団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。
助成を申請される研究者は、1人あたり1件とします。（共同研究の場合も同様）

4．助成期間
助成期間は、原則、平成30年9月1日から平成31年11月30日まで（1ヵ年）もしくは平成32年11月30日まで（2ヵ年）と

します。

5．助成金額及び採択件数（総数で5件以内）

2ヵ年の研究 ：　助成額 600万円以内　　助成件数　1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31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　2件以内

公募案内の詳細は、JACICのホームページ（http://www.jacic.or.jp/josei/h30/）に掲載していますので、確認のうえ、
ご応募ください。

なお、平成29年度は、1ヵ年の研究8件、若手研究者の研究1件（合計9件）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、清水
TEL：03-3584-9518／FAX：03-3505-0414　　E-mail：grant-prog@jacic.or.jp

 （建設情報研究所　研究員　清水知子）

http://www.jacic.or.jp/josei/itiran_2017.html
http://www.jacic.or.jp/books/jacicnews/
http://www.jacic.or.jp/josei/h30/
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日本下水道事業団（以下JS）では、アセットマネジメ
ント手法を活用した健全な施設維持、ICT活用による事
業の効率化の一環として、AMDBと下水道CIMを連携
し、タブレット等を活用した効率的な点検調査を目指し
ています。現状は、紙ベースの点検シートを使用してお
り、点検作業の効率化が求められています。

一方、JACICにおいては、CIMに係る調査研究により、
維持管理におけるアセットシステムの重要性が明らかに
なり、このシステム開発はJACICがCIM関連事業に取り
組むには重要な課題となっています。

そこで、JACICはJSの共同研究の制度を活用して、リ
アルタイムで入力できるシステムを開発することとしま
した。

1．現状の課題
課題①：電子管理化されたAMDBのデータベースから
出力される総括表（Excelファイル）が現場ではアナロ
グ（紙）に変換されているため、情報の劣化、漏れが起
きやすい。
■現場の調査表は出力された帳票に手書きによる記入で
あり、記入漏れや総括表への転記の手間。
■写真等の整理と調査票とのリンクに手間。
課題②：調査項目の点検結果の値範囲・選択肢等の制約
条件が、総括表には未反映。
■値範囲・選択肢等の制約条件による整合性のチェック
が行われていないため、入力ミスの発生。
■総括表は項目が単純に横並びとなっているため、パソ
コンでもスクロールが長く入力が困難。

2．タブレットによる改善策
現状の課題に対して、タブレットによる改善策を検討

しました。検討に当たっては、システムは、（株）マプ
コンのソフトウェア「出簡調」をベースとしました。
https://www.mapcom.co.jp/deka2/index.html
改善策：AMDBから出力されるExcelファイルをタブ
レットに取り込み、紙ベースの調査記入様式を模した入
力画面を表示すると共に、入力された調査結果をExcel
ファイルに変換し、データベースに直接入力する。
改善①：電子管理されたExcelファイルを現場でもその
まま引き継ぐため、情報の劣化、漏れが起きない。
■現状の調査表を反映した入力画面のため違和感ない。
■電子データを直接転記するので、記入漏れの心配や転
記の手間がない。
改善②：調査項目のツリー構造や点検結果の値範囲・選
択肢等の規則を入力時の制約条件として反映する。
■入力時に値範囲・選択肢等の制約条件による整合性の
チェックを行うため、入力ミスや入力漏れが起きない。
■調査項目のツリー構造を反映した階層的な入力画面の
ため、熟練者でなくても分かりやすい。

3．その他の改善策
調査結果の入出力、AMDBへの入力の改善の他に、

調査写真登録の自動化、音声入力、文字入力等の便利機
能を装備しました。

 （研究開発部　部長　森田義則）

タブレットを活用した点検・調査データ入力システムの開発
JACIC便り

図-1　現状の調査データの流れ 図-2　改善後の調査データの流れ

電子データ

https://www.mapcom.co.jp/deka2/index.html
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1．はじめに
本誌先月号で、CIM導入ガイドライン（案）（以下、

本ガイドラインという。）が改定され、新たに設備関係
の拡充があったことをご紹介しました。具体には、下記
のとおりです。
Ø　機械設備（水門設備）に係る内容を追加
Ø　電気通信設備に関して、箱抜きの点群データを例と

して、データの取得方法及び取得時期、本体工事との
データ連係による生産性向上について記載
今回は、新たに作成された「機械設備編（素案）」の

概要を紹介します。

2．位置づけ
本ガイドラインの土工編、河川編、ダム編、橋梁編、

トンネル編は、平成24年度からBIM/CIM試行業務・工
事が開始され、平成29年度からのCIM活用業務・工事に
よる実践と知見により、策定及び改定が行われています。
しかしながら、機械設備分野については、平成29年度か
ら開始される試行業務・工事を対象として試行・検証を
行い、効果的な活用場面やBIM/CIMモデルの作成指針
等についての実践を通じて知見を蓄えていくことになっ
ています。

このため、機械設備編（素案）については、他分野で
のBIM/CIMの実践を通じて得られた知見を基に、受発注
者が行うべき基本的な事項を定めています。よって、具
体的な試行・検証の内容については、その他の文書や受
発注者協議で実施内容の詳細を定めることとしています。

3．適用範囲
機械設備編（素案）の適用範囲は、機械設備を対象に

BIM/CIMの考え方を用いて設計段階でBIM/CIMモデル
を作成すること、作成されたBIM/CIMモデルを施工時
に活用すること、さらには設計・施工のBIM/CIMモデ
ルを維持管理に活用することが範囲となっています。ま
た、施工段階からBIM/CIMモデルを作成・活用する場
合も適用範囲となっています。

4．モデル詳細度
モデル詳細度の共通定義は、工種に関わらず、JACIC

が設置している社会基盤情報標準化委員会＊の特別委員
会にて定められた共通定義に沿ったものとなっています。

機械設備分野の水門設備における詳細度100〜500ごと
のモデル化の目安が示されています。

5．属性情報の付与方法
機械設備BIM/CIMモデル（構造物モデル）への属性

情報の付与は、下記の2種類によることとしています。
①　3次元モデルに直接付与する
②　3次元モデルから外部参照する
平成29年度の土木におけるBIM/CIM事業では、構造

物モデルの納品ファイル形式に、オリジナルファイル及
び土木モデルビュー定義に準拠したIFC（Industry 
Foundation Classes）＊＊での納品を求めるものとしてお
り、「3次元モデルから外部参照する」ことでの属性付与
を前提としていました。また、平成29年3月に公開され
た土木モデルビュー定義では、属性情報をIFCへの「3
次元モデルに直接付与」に未対応でした。

しかし、これが可能となった「土木モデルビュー定義
2018」が平成30年度前半に公開予定であり、BIM/CIM
に関連するソフトウェアも対応予定とのことです。

この定義に対応したソフトウェアを利用することによ
りIFC形式であっても上記の2種類の方法による属性付
与が可能となります。

平成30年度からのBIM/CIM活用業務・工事では、構
造物モデルのデータ交換形式としてIFCも採用される予
定となっています。

6．おわりに
誌面の都合で一部概要のみの紹介となりました。具体

的な内容は、「CIM事業における成果品作成の手引き（案）
機械設備編（素案）とともに、国土交通省のホームペー
ジで公開されていますのでそちらをご覧ください。

 （http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000037.html）

JACICは、今後もBIM/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ので、多くの関
係者の方々のご指導・ご支援をお願いいたします。

 （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その28）
─ CIM導入ガイドライン（案）機械設備編の概要紹介 ─

BIM/CIMコーナー

＊　： 社会基盤情報標準化委員会は、産学官から構成され「円滑な
電子データ流通基盤の構築」及び「統合的な電子データ利用
環境の創出」を実現させることにより建設分野全体の生産性
向上を図ることを目的とした活動を行っている。

＊＊： IFCは、building SMART International（bSI）が策定した3
次元モデルデータ形式で、2013年にISO 16739として国際標
準として認証されている。当初は、建築分野でのデータ交換
を対象としていたが、2013年にbSI内にInfrastructure Room
が設置され、土木分野を対象とした検討が進められている。

http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000037.html
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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29年7月28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。

また、JavaPlug-inの廃止に伴う電子入札コアシステ

ムの対応についての情報を提供・共有するため、平成30

年4月27日（金）に説明会を開催いたしました。

■　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

（Registered Civil Engineering Consulting 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年度は関東地方では、都内の都市センター会館

で7月25日（火）、8月4日（金）の2回開催し、参加され

た方々は建設コンサルタントが行う業務や受験に関する

注意事項等の講義を熱心に受講されました。

 ■　建設技術フォーラムに出展

「i-Construction（生産性向上を通した魅力ある建設現

場の実現に向けて）」をテーマに平成29年11月8日（水）、

9日（木）に開催された関東地方整備局主催「平成29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

わせた出展

を予定して

います。

 （関東地方センター長　石塚廣史）

関東地方センター活動報告
地方便り

関東地方別ブロック会議（平成29年度）

RCCM資格試験受験準備講習会東京会場（平成29年度）

JACIC展示ブース（平成29年度）
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平成30年3月23日に開催された理事会において、平成
30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。

＜＜基本方針と平成30年度重点事項＞＞

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。

平成30年度は特に以下の事項に注力して事業を進める
こととします。

【CIMの定着・普及による建設分野の生産性向上】
国が進める建設生産性の向上施策において、CIMの導

入・活用に関する取組みはその重要な要素です。JACIC
はCIMに関する国内外の活動の中心となって、その定着・
普及を支援する役割を担って行きます。

【コリンズ・テクリスの刷新】
リプレースの時期を迎えたコリンズ・テクリスについ

て、ユーザの要望等を踏まえた改良を行って刷新し、平
成31年1月を目途に新システムのサービスを開始します。

【地下空間の可視化モデルの推進】
国が進めている地盤情報のデータベース化と共有化の

施策を支援し、3次元データの活用を促進するため、昨
年に引き続き地下空間の可視化モデルの試作・検討を行
います。

【JACICクラウド構築の検討】
JACICが提供する各システムや他のシステムを仮想的

に連携しユーザの利便性を向上させるための「JACICク
ラウド」の構築検討に着手します。

【業務へのAI技術活用の検討】
システム利用者からの問合せ業務の合理化に向けて

AI技術等の活用を検討します。

＜＜個別事業計画＞＞

■　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
公共事業の各プロセスを一体的に捉え、ICTを駆使し

て、業務の効率化、品質の向上等に繋がる研究を実施し
ます。

特に、「JACICクラウド」の構築検討、CIMチャレン
ジ研修の実施・拡充、CIM導入の際の調達制度に関する
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及びCIMの導入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と共同設
置した「国際土木委員会」において、標準化に関する国
際対応を実施します。

▲研究助成事業
情報通信技術等を活用した建設マネジメントの向上に

資する調査研究に助成します。若手技術者の枠も引き続

平成30年度JACIC事業計画について
JACIC通信
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き設けて実施します。
▲広報事業
技術者継続教育（CPD）に資するセミナーについて、

業界ニーズに沿った地方開催を引き続き実施するほか、
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
6月にフィンランドで開催される国際会議「ICCCBE 

2018」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、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）
利用者からの要望に基づく改良を行うとともに、基本

ソフトウェア等のシステムを更新します。
▲コリンズ・テクリス事業
システムのハードウェア及びソフトウェアの刷新を行

うとともに、登録企業からの申請受付・承認手続きの簡
素化、オンライン化の導入など顧客満足度の更なる向上
に資するよう種々の改良を実施します。

また、国土交通省の要請によりコリンズデータから作
成・提供している「設計変更の実施工事率」及び「平準
化率」に関するデータを、引き続き提供します。

■　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を実施します。
▲積算システム事業
改正品確法の主旨に則り積算システムの各発注者間に

おける標準化・共有化に寄与するものとして、JACIC積
算システムのASPサービスの拡大を通じて、市町村を含
む地方公共団体の土木工事標準積算基準等の適切な改
定・運用を支援します。

▲電子入札システム利用者支援事業
国土交通省電子入札システムのヘルプデスク等業務を

行います。
▲電子入札コアシステム事業
Javaを利用しない新方式の開発・移行検討を進めると

ともに、新方式のリリースまでの間の対策の検討・準備
を行うなど、IT環境の変化に応じたシステム安定運用
のための対応を行います。

■　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

工事等に関する各種情報の提供・支援を行います。
▲建設副産物情報サービス事業
システム更新の検討に着手します。
また、建設副産物情報交換システム（COBRIS）の無

料利用サービスを地方公共団体工事の発注者・受注者の
新規利用者を対象に実施します。

▲建設情報提供サービス事業（JACIC NET）
建設関連情報を広く収集し、インターネットによる提

供を行います。
▲講習会等事業
RCCM資格制度の受験者等を対象に、地方や離島の技

術者にも情報提供が可能となる「WEB講座」を開催し
ます。

▲審査証明事業
民間において自主的に研究・開発された新技術の普及

促進に寄与するための建設技術審査証明事業について、
技術審査、証明、普及活動を行います。

■　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、働き方改革や生
産性向上に係わる制度設計の検討に不可欠な直轄工事の
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、施設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、フ
リーソフト版の提供により、利用者の拡大・普及を図り
ます。

 （経営企画部　部長　木下　章）

JACIC通信
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