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AI技術の急激な進展
近年、AI（人工知能：Artificial Intelligence）に関す

る技術の進歩が著しい。チェス・囲碁・将棋の世界では、
今やプロ棋士もAIに及ばない状況にある。 iPhone等に
話しかけると何でも答えてくれるSiri（シリ）も登場し、
不審者を識別する画像認識技術も大幅に向上しており、
自動車の自動運転技術も完成間近である。AIが自力で
学習して人間の知能を超えるシンギュラリティ（特異点：
singularity）が到来するのも近いとされている。

シンギュラリティとは大半の方にとって聞き慣れない
言葉かも知れないが、AIの分野で言うシンギュラリティ
とはAIが人間の知能を超えることとなる転換点・特異
点のこととされる。天文学の世界では、ブラックホール
と呼ばれる、光学的には観測できないが重力場が無限大
となる特異点がX線により観測され、これがシンギュラ
リティ（重力の特異点）とされる。これと区別するため
か、AIの分野ではシンギュラリティを技術的特異点と
訳している

人工知能が人間の知能を超えた社会はどのようなもの
になるのであろうか。人間はいらなくなるのであろうか。
IT化によって10〜20年後になくなる職業というものも
発表されている（英オックスフォード大学、2013年）。
参考までに紙面の都合でベスト5のみを掲げると次のと
おりである。
1 ．電話販売員（テレマーケター）
2 ．不動産登記の審査・調査
3 ．手縫いの仕立屋
4 ．コンピュータを使ったデータの収集・加工・分析
5 ．保険業者

4．にコンピュータを使ったデータの収集・加工・分析
の職業とあるが、医療関係でCT画像などの診断をする放
射線画像診断医がその例であろうか。確かに、健康診断
などにおける画像診断は専門医にとって過酷な業務であ
るという話も聞くところであり、コンピュータががん細
胞などを発見、指摘するようになるのは喜ばしいことで
ある。放射線画像診断医は問題のある抽出された画像の
みをもとに最終的な診断をすればよいのであり、放射線
画像診断医の負担が軽くなることこそあれ職業自体がな
くなることにはならないと思われるがいかがであろうか。

AIとAI関連技術
「AI＝人工知能」とされているが、人間のような意識

を有して自ら考える人工知能はまだ誕生していない。あ
くまでAI関連の技術の進歩により、特定の分野において
ある程度（誤った判断も含め）コンピュータが自ら決断
を下すシステムが出てきたと言うことに過ぎない。人間
はミスをおかすが、AIならミスをおかさないというも
のでもない。自動運転車による死亡事故は発生しており、
人間のミスの発生確率よりは格段に低いが、コンピュー
タもある確率でミスをおかすものと考えるべきで、人間
の判断を補完するものとしてとらえるべきもののように
思われる。シンギュラリティはまだ夢のまた夢である。
人間の意識、心の働きといったものを考えると、シンギュ
ラリティは絶対に起こりえないとする主張もある。

AIは今回が第3次のブームであるとされる。「AI」と
いう用語で、AIに関する技術の著しい進展という状況
をAI（ここでは人工知能そのもののこと）が完成間際
で人間の能力を凌駕することになる（シンギュラリティ
が到来する）というイメージにすり替えているように感
じるのは筆者だけであろうか。AI関連技術の長足の進
歩で、その分野では確かに人間の能力を凌駕するとして
もそれはそれまでのことである。要は、そういった技術
を人間の判断・活動にいかに活かしていくかである。目
的と手段を間違ってはならない。

この業界の性癖であろうか、横文字やアルファベット
の略語などを使って抽象化し、素晴らしい未来をイメー
ジさせる宣伝手法が続いているように感じられる。25年
近く前であろうか、記憶が定かでないが、オフィスで郷
ひろみが振り向きざまSISと叫ぶテレビコマーシャルが
あった。SIS（戦略情報システム：Strategic Information 
System）とはコンピュータによる情報処理ネットワーク
により経営に関する様々なデータを蓄積・活用して、経
営・事業戦略を構築しようという考え方で、見る人に、具
体的には分からないが、ライバル企業に差を付けるバラ
色のシステムのようなイメージを植え付けたものである。
当時はSISという用語が氾濫していた。問題は、経営陣
がどのような情報を活用し、いかに経営戦略を構築する
かが真の目的であり、コンピュータを使ったシステムは
その手段に過ぎない。コンピュータシステムを使わなく
とも立派な経営戦略を構築する経営者もいるはずである。

ニュースと解説
AIが人間を超える日・シンギュラリティは実現するのか

〜AIに関する斜め視点による解説〜



- 2 -

2018.7月号

ニュースと解説
ディープラーニング

今回の第3次のAIブームは、情報処理技術やいわゆる
ビッグデータの蓄積といった要素もあるが、ディープ
ラーニング（深層学習：deep learning）の進展があげ
られている。筆者は門外漢なので理論的な説明はできな
いが、人間の脳神経回路をモデルにしたニューラルネッ
トワークと呼ばれる技術を基にし、このニューラルネッ
トワークを何層にも重ねた構造にすることで、コン
ピュータ自らがデータに含まれる潜在的な特徴をとら
え、人間の認識過程と同じような過程を経て対象物を認
識させるものであるとされる。この学習にはビッグデー
タと言われる大量のデータが必要となる。なお、訓練デー
タに対しては高識別率を達成するが、テストデータに対
しては識別率が低くなる現象（過学習）が起こることが
ある。訓練データの媒介変数の数に比べ、テストデータ
が複雑で自由度が高すぎ媒介変数が多すぎることなどが
原因とされる。
（デジタル大辞泉（小学館）、知恵蔵（朝日新聞出版））
もう少し噛み砕いて説明すると、ディープラーニング

ではどの特徴に目をつけるかということ自体をAIに検
討させた上で、単純な総和でなく、特徴量をいくつか組
み合わせて、丸いとか放射状といったやや抽象的な概念
を表し、それがどのように画像に含まれているかを何段
階かで判断することにより、直観頼みだった特徴量の設
計が自動で最適化されることになったものである。画像
は、部分の和が全体という、足し算が得意なコンピュー
タに有利な性質があり、映像認識技術が格段の進歩をと
げたものである。ただし言語では、「太郎は花子が好き」
と「花子は太郎が好き」のように、部品は完全に一致し
ていても意味はまったく違うものがあり、画像の様には
いかず、大量のデータさえ与えればAIがどのようなこ
とも自律的に学習して人間の能力を超えた答えを出して
くれるのがディープラーニングだというのは大いなる誤
解である。（新井紀子著「AI vs. 教科書が読めない子ど
もたち」2018年東洋経済新報社。Pp33-34）

コンピュータの働き
コンピュータは、人間のように単語や文章の意味まで

理解できることはない。コンピュータは計算機であり、
できることは四則演算（厳密には足し算とかけ算）だけ
である。そして数学的言語で処理できるのは論理、確率、
統計である。

AIがどのように進んでも人間の脳のようにはいかな
い例をあげてみたい。新井前掲書に出ていたグーグル翻
訳の例である。（pp145-146）

私は先週、山口と広島に行った。
I went to Yamaguchi and Hiroshima last week.

正しい翻訳です。しかし、「山口」が山口県でなく、友
人の山口君だったらどうであろうか。人間は話の前後、

対話の相手との関係などから山口が地名であるのか人名
であるのかを判断する。コンピュータでは、この文章の
前後に出てくる「山口」を探し、それが知名なのか人名
なのか統計的に処理するしかない。そのためには、さら
に「山口」という単語の周辺に出てくる言葉が地名に関
するものか、人に関するものかを統計的に処理すること
になる。しかし、これだけの短い文章にそれだけの手間
をかけられるであろうか。また、脈絡もなく突然「山口」
がでてきたらコンピュータはお手上げであろう。

新井前掲書には、こうした例がいくつも出てくる。例
えば、「まずいイタリア料理店」とか「イタリア料理店
以外」として検索しても「おいしいイタリア料理店」の
検索結果とほぼ同じ結果が表示されたとのこと（pp121
〜123）。コンピュータは、単語の意味を理解して動いて
はくれないのである。

新井氏（国立情報学研究所教授・同社会共有知研究セ
ンター長）は、「ロボットは東大に入れるか」プロジェ
クト（東ロボくん）のディレクターとして著名な方であ
る。前掲書には入試問題をいかに攻略するかの苦労話が
述べられている。その中で、東大の入試問題どころか中
学入試程度の次のような種類の問題は、まったく解けな
かったとのこと。

長さ230mの列車が秒速15mで上り方向に、長さ250m
の列車が秒速17mで下り方向に進んでいます。互い
の列車が出会ってから、すれ違い終わるまでに何秒
かかるでしょう。

算数が得意な方なら、たちどころに解いてしまわれた
ことであろうが、そのためには、「上り方向」「下り方向」

「互いの列車が出会ってから」「すれ違い終わる」という
意味が理解されなければならない。言語処理のトップ国
際会議で今盛んに議論されているのは、こうした問題が
ディープラーニングを使ったら統計的に解けるのかとい
う課題であるとのことであるが、絶対無理であると断言
される。（新井前掲書pp57〜58）

コンピュータにはできないのが、こうした読解力を必
要とする問題である。それこそ人間の出番であるのだが、
新井氏によると日本の中高生の多くは中学校の教科書の
文章を理解できていないという。これでは人間もコン
ピュータと同じ立ち位置になってしまう。シンギュラリ
ティは出現しなくても、人間はコンピュータに駆逐され
てしまうおそれが大である。我が国における最近の少子
化現象は、コンピュータが人間を駆逐する社会の到来を
先取りする現象の一つなのであろうか。新井前掲書の後
半はこの問題提起に費やされている。名著であるので、
ぜひご一読されたい。

 （理事　青木敏隆）
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1．ICCCBE
ICCCBEとは（International Conferences on  Computing 

in Civil and Building Engineering：土木・建築工学に
おけるコンピュータの活用に関する国際会議）の略称で
す。この国際会議は、大陸間の持ち回りで開催する会議
です。

今回参加したICCCBE2018は、平成30年6月5日〜7日
にかけて、フィンランドのタンペレにて開催されました。
フィンランドのタンペレは、ヘルシンキに次いで約20万
人の人口を擁する北欧諸国の内陸部では最も人口の多い
都市です。日本人に良く知られているトーベ・ヤンソン
の作品『ムーミン』と関係の深い都市でもあります。タ
ンペレはネシ湖（標高95m）とピュハ湖（標高77m）に
挟まれ、両者を結ぶタンメルコスキ川で水力発電を行う
ことでタンペレに産業が発達しています。

2．参加目的
JACICでは、建設分野の高度化・効率化を図り、生産

性向上を推進するため公益事業の一環として以下を目的
に約10年前より毎回参加しています。
（1）建設情報分野の世界的動向に関する情報収集

土木情報工学分野における世界的学術・技術に係わる
最新の動向を把握する。
（2）国際会議におけるプレゼンテーション力の向上

国際論文への投稿を通じたJACIC事業の情報発信や
JACIC職員の国際会議におけるプレゼンテーション能力
を向上させる。
（3）AGCEIボードミーティングの開催

JACIC理事長は、ICCCBEに参加するアジアの各国に
て構成するアジア土木情報学グループ（AGCEI）のボー
ドメンバーとして参加する。

3．国際会議の概要

（1）論文発表
国際会議は3日間の日程で開催し、274の抄録より選ば

れた、33カ国より130の論文が発表されました。JACIC
からは、以下の4名が論文発表を行いました。

1）Session： O7 Construction Management
・Next Generation One-Man Construction and 

Smart Construction Powered by ICT Construction
・研究開発部　主任研究員　荒川裕也

2）Session：O8 Bridges
・Study on 3D steel bridge product model for 

quantity survey in japan
・研究開発部　主任研究員　影山　輝彰

3）Session：O18 Construction Process
・The Case Study of Construction Information 

Modeling/Management for DAM
・研究開発部　研究員　山本裕世

4）Session：O19 Building Information Modeling （BIM）
・Development of the Prototype Simulation 

System about the Bid Rate
・元積算センター　主席研究員　八巻　悟

（2）AGCEIボードミーティング
平成30年6月5日、『TAMPERE HALL（タンペレホー

ル）』内会議室にてAGCEIのボードミーティングが開催
され、以下の事項か確認されました。
・ICCBEI2019（仙台）平成31年11月7日、8日
・平成33年の開催候補地
・JACIC理事長のボードミーティングの継続

4．おわりに
国際会議の参加にあたり、ご協力頂きました関係各位

に対して心からの感謝の意を表します。
 （研究開発部　主任研究員　影山輝彰）

JACIC便り

ICCCBE2018国際会議（タンペレ）参加報告
―土木・建築工学におけるコンピュータの活用に関する国際会議―

ネシ湖に浮かぶViikinsaari島からの景色

開会式
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｢i-Construction賞｣（第22回土木施工管理技術論文 表彰）
JACIC便り

「i-Construction賞」は、（一社）全国土木施工管理技
士会連合会（JCM）が毎年募集（9月）、表彰（5月）を
行なう「土木施工管理技術論文」のうち、「i-Construction
を実践し成果を挙げた」論文1編をJACICが協賛して表
彰するものです。

今回33編の技術論文から、長崎県土木施工管理技士会

所属の（株）吉川組　満尾裕也氏の論文「応用技術を用
いた土工事ICT施工と管理」が「i-Construction賞」に
選ばれました。
満尾氏よりご寄稿いただいた受賞論文の概要を以下に
掲載します。ご寄稿に謝意を表します。
� （建設情報研究所　首席研究員　宮川勇二）

本論文は、国土交通省九州地方整備局雲仙復興事務
所が発注した、平成新山（雲仙普賢岳）山頂に存在す
る溶岩ドームが崩壊した際の、防災・減災を目的とし
た工事の土工にICTの応用技術を用いた内容です。

ICT施工等の基本的説明は割愛します。
本工事施工における問題点（課題）は大項目で2つ。

「緩衝盛土の施工方法」と「嵩上盛土の施工方法」。
緩衝盛土については堤体部の保護を目的としてお

り、できるだけ締固めない事が必要となり、嵩上盛土
は路体盛土と同様に転圧を伴う作業です。本論文の主
旨としては嵩上盛土の施工になりますので、こちらを
説明します。

通常のICT締固め管理（TS・GNSSを用いた締固め
管理技術）において盛土の施工端部（法肩付近など）
や法面は施工時の安全性を考慮すると、施工端部は締
固め管理のデータを除外するなどグレーゾーンとなる
ケースがあり、その曖昧になりがちな施工部分をター
ボバケットとICT管理を組み合わせて施工を行いクリ
アしています。このICT管理は、通常タイヤローラ等
の走行回数で工法を規定するのに対し、ターボバケッ
トを振動させた時間で工法の規定を
行っており、モニタ表示されているマ
ス目の色が1秒毎に変化しオペレータ
が簡単に確認できる仕組みとなって
います。なお振動時間と締固め度の関
係は、試験盛土で確認を行っています
が、ここでは省略します。

本技術の主な効果は以下の通りです。
①　 ターボバケットにより締め固め

た部分がモニタにより可視化さ
れ適正な品質が確保できます。

②　 ターボバケットにより、法肩より
離れた位置から転圧が可能であ
るため安全性が向上します。

③　 モニタの画面切換を行うと、MG
のデータが表示されるので設計

面との比較が容易になり施工性が向上します。
④　 法肩部や法面の締固めは、横断方向に余盛を行い

転圧後に法面を削取り整形を行う考え方もありま
すが、本技術は直接仕上げを行う事が出来るため
余盛等の手間がかからず効率的です。

このように安全、品質向上のみならず施工も合理化
され、生産性の向上に繋げる事ができています。

今回、紹介した技術は、施工端部や法面の締固め管
理をどう行うかを思考し、既成のICT技術であるバッ
クホウMG・MCシステムを転圧管理システムの考え
方に応用したものです。情報通信技術の発展は早いで
すが、本技術が今後の参考になればと思っています。

おわりに、i-Constructionと聞くと何やら難しく感
じる方もいるかと思います。実際に私も最初は不安が
ある中でのスタートでした。しかし、いざ行ってみる
とICT技術やCIMの様々な可能性を感じる事ができ特
に施工管理面での省力化やVR技術を用いた疑似体験
教育の効果を強く感じています。今後もCIMやICT技
術等を積極的に活用し、その先でまた新しい技術やア
イディアに出会えれば良いなと思っています。

＜受賞論文の概要（ご寄稿）＞

図　施工状況と実機モニタ
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1．はじめに
本紙6月号において、国土交通省のSociety5.0における

i-Constructionの「深化」について、概要を紹介しました。
今回は、Society5.0の概念やプラットフォーム構築に

ついて紹介します。

2．Society5.0とは
狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業

社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に続く、次
のような新たな経済社会をSociety5.0としています。

① サーバー空間とフィジカル空間を高度に融合させる
ことにより、

② 地域、年齢、性別、言語等による格差なく、多様な
ニーズ、潜在的なニーズにきめ細かに対応したモノ
やサービスを提供することで、経済的発展と社会的
課題の解決を両立し、

③ 人々が快適で活力に満ちた質の高い生活を送ること
のできる人間中心の社会

このSociety5.0を実現するための取組の視点や具体的
な進め方等について、政府が「未来投資戦略2017」（平
成29年6月9日）として策定しています。

国土交通省のSociety5.0におけるi-Constructionの「深
化」もその取組のひとつとなっています。

3．Society5.0プラットフォーム構築
未来投資戦略2017の中で、具体的進め方のひとつに、

新しい社会インフラとなる「データ基盤（リアルデータ

プラットフォーム）」を構築するとしています。政府・
地方公共団体等の公共データについて、民間ニーズの高
い公共交通や自動走行などの分野で徹底的にオープン化
していくとともに、民間データについては、企業の枠を
超えたデータ連携を後押ししていくこととしています。

建設分野に目を向けると、i-ConstructionやBIM/CIM
に関わる調査・設計・施工・維持管理などのデータ、技
術者情報、コリンズ・テクリス等、多くのデータベース
が挙げられます。

このようなデータベースやシステムとAIやネット
ワーク技術、ビックデータ解析技術等といった基盤技術
とが連携協調を図り、新たな価値やサービスを創出する
ためSociety5.0プラットフォームの構築を目指していま
す（図-1参照）。

4．おわりに
JACICは、本年5月1日に「JACIC ’i-Con’チャレンジ

戦略　－JACICクラウドの構築－」を公表しました。
Society5.0を実現に向け、一翼を担うものと考えており
ます。これら実現のため多くの関係者の方々のご指導・
ご支援・ご協力をお願いいたします。

参考資料：
・内閣府資料「Society5.0実現に向けて」「Society5.0とは」
・未来投資戦略2017－Society5.0実現に向けた改革－

 （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その３０）
―Society5.0プラットフォーム構築―

BIM/CIMコーナー

図-1　Society5.0プラットフォーム構築のイメージ（内閣府）

注：記載されたシステム等は一例
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1．EE東北’18
6月6日、7日の2日間、みやぎ産業交流センター（夢

メッセみやぎ）で「EE東北’18」が開催されました。キャッ
チコピーは「広げよう新技術　つなげよう未来へ」で、
建設事業に係る新材料・新工法、その他時代のニーズに
対応して開発された新技術を公開し、その普及を図るこ
とにより、さらに新たな技術開発の促進と良質な社会資
本の整備を通じて、地域の発展に寄与することを目的と
しています。平成2年度から開催され、今回が28回目です。

JACICは、EE東 北’18を 後 援 す る と と も に、BIM/
CIM、建設副産物・建設発生土情報交換システム、
Photog-CADの3技術を出展しました。その概要を報告
します。

2．今年度の開催状況
出展者は295機関、展示技術は、過去最多となる889技

術でした。技術分野別出展者数とJACICの出展技術は下
表のとおりです。

技術分野 出展者 JACIC の出展技術
設計・施工 110
維持管理・予防保全 99

建設副産物・リサイクル 8 建設副産物・建設発生
土情報交換システム

防災・安全 60 Photog-CAD
その他 18 BIM/CIM

合計 295

全体の催し物として、UAV（ドローン）による空撮・
計測技術を競う競技会、および新技術プレゼンテーショ
ンが開催され、各出展ブースでは、企業および大学の新
技術の説明・実演が行われました。また会場の入り口付
近には、高校生の橋梁模型の展示等があり、行政や企業
だけではなく、学校関係者も多く訪れ、産学官一体となっ
た技術展でした。

EE東北’18への来場者は、2日間で過去最多の16,300人
（昨年：15,700人）でした。

JACICの展示ブースにも多くの方が訪ねてくださいま
した。

今年は、通行中の方をJACICブースへ呼び込むことは
行わず、ブースを訪れた方にパンフレット等を配付し、
説明しましたが、150部用意していたパンフレットが7日
の午前中に無くなってしまいました。

東北地方の多くの方にJACICが提供するシステムに関
心を寄せてもらう場となりました。

3．JACICの出展技術
JACICは、次の3つのシステムを出展し、ノートパソ

コンによるデモ、パネル展示、パンフレット配付を行い
ました。
1）BIM/CIMの推進

建設生産プロセス全体を一体的に捉え、建設情報の統

合・融合による新しい建設生産システムを構築する取り
組みをJACICは支援しています。EE東北’18では、一例
としてダムの維持管理システムを紹介しました。航空測
量のレーザープロファイラーによる3D地形上に配置し
た堤体・各種施設の各3Dモデルと設計図面等をリンク
し情報を一元化して提供します。

【BIM/CIMの説明風景】
2）建設副産物・建設発生土情報交換システム

建設リサイクルを推進するため、工事情報や処理施設
情報等をインターネット上で情報交換するシステムで
す。EE東北’18では、インターネット技術による建設副
産物・建設発生土の情報を交換するシステムイメージの
説明、簡単に再資源化施設等が検索できる様子のデモを
行いました。

【将来の技術者にJACICの技術をPR】
3）Photog-CAD

災害復旧事業費の申請書類の作成を迅速に行う写真測
量ソフトウェアです。EE東北’18では、災害現場の模型
を3方向から撮影し、測量写真としてPhotog-CADに取り
込み、横断点を任意に指定すると瞬時に横断図が描かれ
るデモを行いました。また、去年12月に行った「Photog-
CADフリーソフト版」のリリースをPRしました。

【模型によるデモ】

 （システムエンジニアリング部　参事　満田広司）

EE東北’18への出展報告
JACIC便り
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BIM/CIMは、国土交通省において平成29年度から本
格的に導入が進められ、平成30年度の直轄事業における

「設計業務等の品質確保対策」の重点方針には、BIM/
CIMを大規模構造物の詳細設計に原則適用すると明記さ
れるなど、活用の拡大が図られています。

JACICでは、これまでに提供してきた建設ICTのノウ
ハウを活用し、BIM/CIMに関する知識や技術の習得方
法、実施事例・創意工夫・データモデルの具体的活用方
法などについて、幅広く研究開発を進めています。

BIM/CIMの普及・啓発活動はその一環として取り組
み、中部地方センターにおいても地域支援の一部として
活動を行っています。

本稿では、平成29年度活動の一部及び今年度の予定な
どを報告します。

■行政機関での講演
①国土交通省（越美山系砂防事務所）

平成30年2月27日（火）に国土交通省越美山系砂防事
務所が主催する越美砂防意見交換会でBIM/CIMに関す
る講演を行いました。

勉強会には、国土交通省職員、岐阜県職員、地域の建
設業・測量設計業従事者約100名が参加しました。

講演後には国土交通省が平成29年3月に公表したCIM
導入に向けたガイドライン（案）の内容やBIM/CIM導入
のメリットなどについて活発な意見交換がされました。

なお、本講演の内容はビデオコンテンツとして編集（約
1時間）をしています。本稿をお読みの各団体等において、
BIM/CIMに関する講習会や講演会等での活用を希望さ
れる場合にはJACICまでご相談下さい。

越美砂防意見交換会における講演の様子

②地方公共団体（愛知県）
平成29年11月29日（水）に愛知県建設部職員を対象と

した建設技術研修に講師として参加し、BIM/CIM及び
Photog－CADについての講演を行いました。

当日は約30名の技術職員が参加し、熱心に聴講されま
した。
■教育機関における講義

中部地方センターでは、これからの土木技術を担う学

生の皆様への啓発活動にも力を入れており、平成29年度
は、名古屋工業大学、名城大学、豊田工業高等専門学校
において講義を行いました。

この取組みは今年度も継続することとしており、平成
30年6月5日に豊田工業高等専門学校において講義を行い
ました。

豊田工業高等専門学校での講義の様子

■建設技術フェアへの出展
平成29年10月18日（水）〜19日（木）の2日間に約1万

4千5百名が来場した「建設技術フェア2017in中部」にお
いてBIM/CIMに関して出展すると共に、出展技術プレ
ゼンテーションを行いました。

出展ブースには行政担当者や業界団体の皆様のみなら
ず、学生の方々にも訪れていただき2日間を通じて活況
でした。

さらに、プレゼンテーションでは会場で用意された席
が満席近くとなるなど、BIM/CIMに対する関心の高さ
が窺えました。

今年度も、平成30年10月17日（水）〜18日（木）に開
催される「建設技術フェア2018in中部」において、主催
企画の「建設業の未来を支えるi-Construction関連技術」
としての出展を予定しています。

皆様のご来場をお待ちしています。

建設技術フェアin中部2017でのプレゼンテーションの様子

 （中部地方センター長　水谷和彦）

BIM/CIMの普及・啓発活動（中部地方センターの活動報告）
地方便り
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RCCM資格試験Web講座のご案内
－今年度から全面的にWeb方式に移行します－

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28年目となりました。

JACICでは、毎年RCCM資格試験受験予定者を対象に
RCCM資格試験受験準備講習会を全国10会場で実施して
まいりました。本年度は、過去に本講習会を受講された
方からのご意見を踏まえご自宅でも学習可能なWeb講
座方式に全面的に移行し名称も新たに「平成30年度
RCCM資格試験Web講座」として開催することと致し
ました。

Web講座は、期間中いつでも好きな時間に受講いた
だくことが可能です。受講ご希望の方は、JACICホーム
ページの申込フォームからお申込みください。

詳細については以下のとおりです。
●Web講座内容：
①建設コンサルタント業務とその管理、②資格制度の概
要と建設コンサルタントの課題、③RCCM資格試験受験
準備等についてとりまとめた講座テキストを基に、音声
により解説したものをwebに流して受講して頂きます。
●＜CPDポイント＞

Web講座受講者には、下記のCPDポイントを証明い
たします。

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
●受講期間：

平成30年9月3日（月）〜平成30年10月30日（火）
●受講料：10,800円（送料・テキスト代含む税込み）
●講座申込方法：当センターのホームページ
http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2018_web.htmlの

「平成30年度RCCM資格試験Web講座のご案内」から所
定フォームに必要事項をご入力のうえお申込ください。
●講座申込受付期間：

平成30年7月2日（月）〜平成30年10月5日（金）
●主催：（一財）日本建設情報総合センター
●後援：国土交通省
●問合先：
（一財） 日本建設情報総合センター　RCCM資格試験

講座事務局
〒107-8416　東京都港区赤坂7-10-20
  アカサカセブンスアヴェニュービル

 Tel 03-3584-2404
 （経営企画部　参事　栗原元宏）

JACIC通信

※※※※※※　JACIC役員の交代について　※※※※※※

6月22日開催の理事会において、理事長及び業務執行理事の選定が行われ、JACICの新たな常勤
役員は下記の通りとなりました。

新たな体制のもと、JACICでは引き続き、建設生産プロセスを一体的に捉え、ICTの活用による
新しい建設生産システムの普及・定着を図り、i-Construction の実現を支援し、建設分野の生産性
向上に寄与するため、各種情報システムの研究開発・提供や普及活動など、建設分野の情報化に関
する諸事業を展開し、公益の増進、社会貢献に努めて参りますので、今後とも一層のご指導ご鞭撻
をお願い申し上げます。

 常勤役員
 　　　理事長　　　　　深澤 淳志（新任）
 　　　業務執行理事　　青木 敏隆（再任）
 　　　　　 同 　　　　尾澤 卓思（新任）

http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html
http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2018_web.html
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