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1．はじめに
監視カメラはインフラの管理には欠かすことができま

せん。公共事業等の施設管理関係者は、情報映像技術の
発展による監視カメラシステムの充実を実感しているこ
とと思います。

一般の方も、防犯カメラなどによる事故や事件の映像
を目にすることに驚かない時代となりました。スマート
フォンやドライブレコーダーの急速な普及もあり、映像
によって、事故の原因、事件の犯人が特定されることも
珍しくありません。技術の進歩は今なお進んでおり、監
視カメラ等の活用の範囲が広がっています。
2．監視カメラとは

一般に監視カメラというと、様々な目的で、様々な場
所で監視を行うための、広く流通しているビデオカメラを
指すと思われます。主な用途としては、防犯、防災、計測・
記録などがあり、防犯目的の場合は防犯カメラ、防災目
的の場合は防災カメラとも呼称されることもあります。

広く流通している監視カメラのほかに、国土交通省等
では、河川や道路状況を監視するための監視カメラを設
置しており、これは汎用品より機能が優れたシステムと
なっており、closed-circuit television（閉鎖回路テレビ）

「CCTV」と呼ばれています。最近は汎用品の性能も向
上してきています。

項目 国交省 
CCTVカメラ

汎用 
監視カメラ

最低被写体 
照度

0.4 ルクス 
（電子感度 0FF）

0.5〜2.0 ルクス 
（電子感度 OFF）

カメラケース
の機能

ワイパー、デフロスタ付き 
ヒータ：オプション

ワイパー、デフロスタなし 
ヒータ：機種による

旋回装置 水平：360°エンドレス 
垂直：＋20°〜−70°

水平：360°エンドレスは少 
垂直：0°〜−90°

出典：「H26年度スキルアップセミナー関東」より抜粋

図表-1　監視カメラ機能比較例

3．監視カメラ等の普及と利用の広がり
監視カメラ設置者は、個人、企業、国、自治体、任意

団体等多岐に渡り、性能も目的により幅広いものとなり
ます。防犯意識の高まりと比較的安価な製品が市販され、
設置台数は伸び続けていると思われます。国内設置台数
の公式な統計はありませんが、500万台以上との報道も
あります。

監視カメラの国内市場規模を調査公表している事例が
図表-2です。過去の発表では2012（H24）年度は約350
億円とあり、現在は450億円超と市場は順調に伸びてい
ます。今後、東京五輪に向けて2019年度までは新設需要
による拡大が続き、その後はリニューアルを主体とした
安定推移が予想されるとのことです。

出典：㈱富士経済

図表-2　国内監視カメラ市場

監視カメラではありませんが、ドライブレコーダーの
普及状況はどうでしょうか。一般社団法人ドライブレ
コーダー協議会では平成28年の第2四半期からドライブ
レコーダーの出荷実績を公表しており、いまだに上昇傾
向にあります（図表-3）。

出典：一般社団法人ドライブレコーダー協議会資料より作成

図表-3　ドライブレコーダーの出荷実績台数

それ以前の販売実績の一例を図表-4に示しましたが、
2012（H24）年度より急激に販売台数が伸びていること
がわかります（図表-4）。

監視カメラ、ドライブレコーダーとも、市民、行政、企業

ニュースと解説
「監視カメラ等の普及と発展」

〜情報映像技術の発展と今後〜
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の防犯、防災意識の高まりに、情報映像技術の発展、価格
の低廉化が相まって、普及が進んでいるものと思われます。

出典：㈱オートバックスセブン

図表-4　ドライブレコーダーの販売実績

技術の向上に伴い、以前と比較してより解像度の高い
鮮明な画像、動画が見られるようになりました。

国交省では、河川、道路管理用カメラが24,000台以上あ
り、関係職員がリアルタイム動画で監視可能となっている
とのことです。一般の方も、公式ホームページから河川、
道路監視カメラの鮮明な静止画像を、短時間更新で閲覧
することが可能となっており、状況確認、防災に有用です。

出典：国交省木曽川上流河川事務所

図表-5　リアルタイム画像の公開事例（河川）

映像を見るだけではなく、映像を認識、解析する技術、
利用も進んできています。

出典：NEC

図表-6　顔認証の適用分野例

画像認識技術は1960年頃から研究されていたと言わ
れ、2000年頃から顔認証技術がセキュリティー分野で実
用化され始め、パソコン、デジタルカメラにも適用が広
がってきました。今では、顔認証システムはデジカメ、

スマートフォンに当然のように搭載され、ピント合わせ、
画像加工に利用されています。

監視カメラにも搭載されるようになり、来店者の年齢
や性別を識別してのマーケティングリサーチ、店内防犯
のため特定人物の追跡監視など利用が広がっています。
出入国管理でも、平成29年10月の羽田空港を皮切りに導
入が進んでいます。
4．建設関係現場での新しい試み事例

昨年2月、国道8号で大雪による大規模な車両立ち往生
に見舞われた国交省事務所で、道路監視CCTVカメラに
AI技術を活用した交通障害自動検知システムを昨年12
月から導入しています。立ち往生の起こった付近の
CCTVカメラを抽出し、新設とあわせ10箇所にシステム
を導入。交通量、速度の急激な低下や停止車両を検知す
るとアラートが発せられます。これまで監視員一人で管
内の全カメラを目視監視していましたが、状況の把握、
早期対応に大きく貢献すると思われます。

出典：国交省福井河川国道事務所

図表-7　交通障害自動検知システムの概要

遠隔地の熟練技術者のサポートを受けて現場操作等が
可能となるシステムがヘッドマウントディスプレイ

（HMD）です。ウエアラブルなディスプレイ、カメラ、
マイク、センサーで構成されたHMDを装備して、遠隔
サポートを受けながらハンズフリーで現場作業ができ、
導入事例も出てきています。

出典：（独）水資源機構琵琶湖開発総合管理所、富士通㈱

図表-8　ヘッドマウントディスプレイの使用例

情報映像技術は今後も進歩が予想されています。建設
現場の生産性、安全性の向上に向けて、これら新技術の
情報を幅広く収集、調査していく必要があります。

 （建設情報研究所　首席研究員　大澤健治）

ニュースと解説
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1．はじめに
JACICでは、公共事業等の発注者のうち、特に初心者

を対象としたBIM/CIM研修を開催しましたので、その
概要を報告します。

現在、JACICではi-Constructionの推進・深化を支援す
るために「JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略」を展開して
いるところですが、i-Constructionの重要な核の一つであ
るBIM/CIMのさらなる利活用を図っていくためには受
注者のみならず、発注者においてもBIM/CIMを理解し活
用できる人材を確保することが不可欠と考え、年齢、役
職を問わず初心者を対象とした研修を開催したものです。
2．研修の概要

研修は、平成30
年12月19日（ 水 ）
から21日（金）ま
での3日間、東京
都小平市の一般財
団法人全国建設研
修センターで開催
しました。受講者
は19名、 図1に 示
すとおりの所属構
成でした。

カリキュラムは表1のとおりです。今回の研修では、
初心者が対象であることを踏まえ、3次元CADの基礎や
BIM/CIMを扱う際に必要となるシステム用語解説の時
間を設けました。また、発注者として受注者から提出さ
れた成果品を確認・操作する技術が重要と考え、一般的
に広く利用されている閲覧ソフトウェア3種を実際に操
作する実習に多くの時間を割り当てました。さらに実習
内容を研修後に復習できるように、テキストに加え、実
習で使用したデータを受講者に配布しました。

3．開催結果
受講者アンケートでは、「全体をとおして質の高い研

修であった」、「演習時間が多くBIM/CIMに関する理解
が深まった」、「どの講義も非常にわかりやすく自分の業
務に生かせると思った」という意見が寄せられており、
初心者の方がBIM/CIMを理解するための研修として非
常に有効であったと思われます。また、最終日に設けた
復習確認の時間については、実習成果を確実に習得する
時間としても、また講師に直接質問する時間としても有
効であったと好評でした。

反省点としては、外部ネットワークへの接
続速度が十分でなく、クラウド利用に関する
実習が円滑に実施できなかったことが挙げら
れます。次回開催の際は、適切なネットワー
ク接続を確保できるように努めます。
4．さいごに

BIM/CIMに関する研修や講習は、平成30
年度から開催された国土交通大学校での研修
を筆頭に全国各地で催されていますが、
JACICとしましても初心者に対する研修を今
後も継続するとともに、研修内容や教材を公
共事業発注機関等へ提供することにより
BIM/CIM利用の裾野を広げるための活動を
行っていきます。発注者の皆さん、気軽にご
相談ください。

 （建設情報研究所　首席研究員　長瀬恒久）

JACIC便り

発注者BIM/CIM研修（初級）の開催報告

表-1　研修カリキュラム
月日 講義名 時間 講師

12 月 19 日

開講式、オリエンテーション
i-Construction の概要と研修の主旨 40 分 JACIC
BIM/CIM の現状と今後 70 分 JACIC
BIM/CIM に関するコンピュータ基礎知識 50 分 JACIC
3 次元 CAD の基礎 50 分 JACIC
測量成果に関する要領基準の概要 50 分 福井コンピュータ株式会社【実習】測量成果の確認方法 60 分

12 月 20 日

設計成果に関する要領基準の概要 50 分 川田テクノシステム株式会社【実習】設計成果の確認方法 50 分
設計成果に関する要領基準の概要 60 分 オートデスク株式会社【実習】設計成果（統合モデル）の確認方法 50 分

【実習】クラウドを利用した成果の確認 90 分 川田テクノシステム株式会社
オートデスク株式会社

土木分野における情報技術の動向 100 分 一般社団法人日本建設業連合会

12 月 21 日
【実習】成果確認等の復習確認 110 分 JACIC

ソフトウェア企業 3 社
【班別討議】BIM/CIM の利用を考える 60 分 JACIC
閉講式

図２　設計成果の確認に関する実習の状況

図１　受講者の所属機関構成

 
 (13)

 
 (3)

 
 (3)

図３　使用した研修資料
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第38回 社会基盤情報標準化委員会（委員長：柴崎亮
介 東京大学教授、事務局：JACIC）が平成31年1月11日

（金）、TKP赤坂駅カンファレンスセンターにて開催さ
れ、2018年度活動の中間報告等が行われました。

写真 1　委員会開催の様子

1．2018年度の各小委員会等の活動状況報告
（1）�道路分野における点群データの属性管理仕様の

検討小委員会
＜発表者：中村健二小委員長（大阪経済大学）＞

地上レーザースキャナーやUAVによる測量など膨
大な点群データを活用するための道路分野における点
群データの属性管理仕様を検討してきました。また、
小委員会終了後の活動（2018年6月〜）として、当該
仕様を実装した点群ブラウザの試作や点群データを解
析して領域データを自動生成する技術の研究開発等に
ついて報告されました。
（2）地盤データ品質標準化小委員会
＜発表者：三村衛 小委員長（京都大学大学院）＞

地盤リスクを正確に把握するためには、地盤を3次
元的に高精度で解析する必要があり、地盤情報や3次
元地盤モデルデータについて作成時の品質の明示並び
に利用時の品質の評価に係る標準を作成する必要があ
ります。このため、地盤の不確実性が問題となりそう
な分野の事例の収集および課題の把握、利活用時の品
質の明示・評価に係る指針の検討を行っており、その
活動状況について報告されました。
（3）シールドトンネルデータ連携標準化小委員会
＜ 発表者：杉本光隆 小委員長（長岡技術科学大学大

学院）＞

シールドトンネルDBとBIM/CIMモデルの連携の効
率化および3次元モデルがシールドトンネルのライフサ
イクルに果たす役割の明確化を目的に、技術情報DB
のデータとBIM/CIMモデルの連携仕様書、シールド
トンネルの3次元モデル作成ガイドラインの検討を行っ
ており、これらの検討状況について報告されました。
（4）特別委員会
＜発表者：皆川勝 委員長（東京都市大学）＞

現在、以下のテーマについて検討しています。
① 　クラウド環境を活用したCIMモデルの情報共有

方法および建設生産プロセスのあり方
② 　建設生産・管理システムのカイゼンに資する技

術について
また、これらの検討成果の集大成として、「建設生産・

管理システムのあり方に関する提言」を2019年6月に
公表予定であることが報告されました。
（5）国際土木委員会
＜発表者：宮本勝則 氏（JACIC）＞

国際土木委員会は、bSIが推進するBIMの国際標準
化活動に対して、国際的な情報の収集およびわが国の
対応方針の審議・提案等を行うことを目的に、bSJと
JACICが共同で設置した委員会です。今回は、2018年
10月16日〜19日に開催された、bSI国際会議（東京サ
ミット）の報告および次回サミット（2019年3月25日
〜28日にドイツのデュッセルドルフで開催）について
報告されました。

2．2019年度検討テーマの公募について
2019年3月1日より、2019年度小委員会の検討テーマに

ついて公募を開始する予定です。
また、次回の社会基盤情報標準化委員会は2019年6月

25日（火）に開催を予定しており、2018年度の小委員会
活動成果および応募された検討テーマの審議等を行いま
す。

○標準化委員会HP：http://www.jacic.or.jp/hyojun/
 （建設情報研究所　首席研究員　竹内　実）

JACIC便り

第38回「社会基盤情報標準化委員会」の開催
〜2018年度の活動中間報告および2019年度検討テーマの公募について〜

http://www.jacic.or.jp/hyojun/
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JACICnews No.353（2018.10月号）にて開催をご案内
しました「第20回JACIC建設情報研究所研究発表会」「第
16回JACIC研究助成事業成果報告会」を、11月15日に
TKP赤坂駅カンファレンスセンターにおいて、約180名
の方々にご参加いただき、開催いたしました。

研究助成事業成果報告会では、平成28〜29年度に研究
した20件の内、継続研究を除く19件について報告してい
ただきました。以下、アンケート結果を中心にご報告し
ます。

アンケート結果の概要
アンケートにご回答いただいた85名の方の所属と満足

度は、研究所研究発表会の結果とほぼ同様、多方面の業
種からご参加があり、ほぼご満足いただけたという結果
でした。

また、各発表内容の「有意義さ」に関する設問で、「お
おいに有意義」または「少し有意義」と回答された方の
人数を比較した結果（下図）では、「地域防災教育のた
めのVR技術に基づく水害疑似体験システムの構築」が
最も有意義と評価され、次に「道路のための地理識別子
と道路ジオコーダの開発」、「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」の順
に高い評価を得ています。

次年度に向けて
今回は19件と、非常に多くの報告があったため、時間

の都合上、各研究の報告時間を短くせざるを得なかった
ことから、「発表時間が短すぎる」という趣旨のご意見
を多くいただきました。また、発表者の方々も、短い時
間で成果をアピールするのに苦慮されている様子がうか
がえました。これを踏まえ、次年度に向けてプログラム
の改善に取り組んでいく所存です。

研究助成事業成果報告会の様子

発表資料はJACICホームページ（無料）に掲載しまし
た。発表の様子を撮影した動画はJACIC NET（会員制）
からご覧いただけますので、ご活用ください。

 （建設情報研究所　研究員　清水知子）

JACIC便り

第16回 JACIC研究助成事業成果報告会の開催報告
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地域防災教育のためのVR技術に基づく水害疑似体験システムの構築

建設ICTに長けた技術者育成に向かう教育改善のためのウェアラブルデバイス…

VR災害映像データベースの構築と防災教育への応用

道路のための地理識別子と道路ジオコーダの開発

3次元点群エディタによる形状測定技術に関する研究

デジカメ点群を主とした小規模構造物の3D変状の取得と管理手法

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

災害復旧工事時のPhotog-CADによる空中・水中の歴史的土木構造物および…

UAVを用いた河川・湖沼・干潟の環境情報収集システムの開発

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

Isogeometric Analysisに基づいた3次元CADデータを直接扱う構造解析法の構築

簡易型HMDを用いた道路設計支援システムの構築

CIMにおける3Dアノテーションの活用法の研究

i-Constructionに関わる施工データのマネジメント技術の実用化

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

契約執行形態を考慮した社会基盤プロジェクトにおけるCIM活用に関する研究

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…

公共施設管理へのＣＩＭの活用に関する研究

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

各発表内容は有意義でしたか？

おおいに有意義 少し有意義 あまり有意義ではない 全く有意義ではない わからない

（名）
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BIM/CIMコーナー

BIM/CIMの動向（その36）
―ドイツにおけるBIMの推進状況に関する調査概要―

1．はじめに
ドイツにおけるBIMの推進状況（これまでの取組みと

今後の展望）、契約制度や実施体制等を把握するため、
2018年11月1日に現地でのヒアリング調査を実施しまし
た。今回は、この調査概要について紹介します。

2．調査対象組織
（1） Federal Ministry of Transport and Digital 

Infrastructure
本組織は、第3次メルケル政権下において、2013年12

月に連邦交通デジタルインフラ省（BMVI、2014年1月
に連邦交通建設住宅省（BMVBS）より改名）として発
足したものです。同省は、水路・航空・道路等の運輸イ
ンフラのほか、デジタルインフラを所管しており、9つ
の総局から構成されています。

（2）planen-bauen 4.0 Gmbh
本組織は、BIMに関する発注者へのコンサルタント、

国際標準対応、BIMパイロットプロジェクトへの支援、
企業への教育・支援等のBIMの普及促進のための活動を
実施することを目的に、2015年に設立され、25の専門組
織と33の企業で構成されています。

（3）Deutsche Bahn AG
本組織は、ドイツの首都ベルリンに本社を置くドイツ

で最大の鉄道会社です。ドイツ全土に鉄道網を持ち、ド
イツでは最も重要な交通手段のひとつです。また、ヨー
ロッパ有数の技術・輸送力を持つ鉄道会社であり、世界
的にも影響力のある鉄道企業でもあります。

3．ドイツでのBIM導入の背景
ドイツでは、建設分野のデジタル化が他の産業に比し

て遅れていることやEU諸国に比してデジタルによる市
民へのサービスへの提供が遅れている等、建設プロジェ
クトにおいて様々な問題があったため、2014年当時の運

輸・デジタル担当大臣がReform Committeeを立ち上げ、
BIMの導入が開始されました。

Reform Committeeでは、主な施策として以下の10個
のプロジェクトを立ち上げ、その中にBIMなどのデジタ
ル技術・手法が挙げられています。
①　サプライチェーン全体にわたる共同作業の方法
②　フロントローディング：施工前の詳細設計
③　 リスク管理：暫定コストと予算に係る早期・継続的

なリスク管理
④　最低価格入札によらない効果的な入札契約
⑤　協力的なプロジェクト提携
⑥　運用上の問題解決
⑦　費用便益分析
⑧　プロセスと責任の明確化
⑨　透明性の向上とより良いコントロール
⑩　デジタル技術・手法の活用（BIMの活用など）

4．BIMを導入・推進する委員会の設置
2015年6月に連邦交通建設住宅省大臣からBIMの導入及

びそれに向けたロードマップの作成が通達され、その1ヵ
月後に、業界団体（技術者協会や産業協会等）が集まっ
てBIMを導入・推進する委員会（planen bauen 4.0）が設
置されました。また、同年12月にBIM導入に向けたロード
マップが作成され、同省から公開されています（図-1参照）。

ロードマップでは、BIMを以下のように定義しています。
『BIMとは、資産のライフサイクルに関連する情報やデー

タの一貫した生成と管理、これら情報の共有や継承のため
の基礎として、資産のモデル作成および共有方法を示す。』

また、ロードマップでは、3つのステップ（①準備段階、
②パイロットプロジェクト段階、③BIMレベル1の実装
段階）が示されています（図-2参照）。

具体的な取組内容については来月号で紹介します。
 （研究開発部　次長　徳重政志）

図-1　公開されたロードマップ表紙 図-2　BIM導入に向けた3ステップ
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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「関東地方別ブロッ

ク会議」を平成30年6月22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30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が提供され、共有されました。

関東地方別ブロック会議

■　建設技術フォーラムに出展
次世代社会インフラ用ロボット技術、IoT、AI、ビッ

クデータの活用、i-Constructionなど『未来の建設技術』

をテーマに平成30年11月21日（水）、22日（木）に開催

された関東地方整備局主催「平成30年度建設技術フォー

ラム」の技術展示に出展しました。

BIM/CIMの普及促進や「JACICʻi-Conʼチャレンジ

戦略−ICTの活用による新現場力の構築−」の説明パネ

ル、ビデオによるBIM/CIM活用例の展示を行いました。

今後も土木現場へICT導入を推進するために出展を行っ

てまいります。

■　発注者BIM/CIM研修（初級）を受講
発注者がBIM/CIMを利活用するうえで必要な基礎的知

識を取得するための研修が、JACIC主催により平成30年

12月19日（水）から3日間行われ、地方整備局等の発注

機関受講者と一緒に受講しました。講義、実習を通じて

研修最後の班討議で私が参加した班では「研修が有意義

であったこと。発注機関にBIM/CIMが普及するには人

材育成と環境整備が並行して必要。」等の意見がありま

した。

発注者BIM/CIM研修（初級）

 （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

JACIC展示ブース
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JACIC情報119号の発刊

「JACIC情報」は、当センターが年2回発行している機
関誌です。今回の119号は2019年2月5日の発行予定、テー
マは「「ICT先端技術（AIなどの適用事例）」です。

AIなどの先端技術の適用事例を中心に取り上げます。
コンピューターの進歩により、機械学習や深層学習など
によりビッグデータの分析が可能となっています。人の
認知能力が必要な画像認識のような処理も情報技術で処
理する事ができます。建設分野以外の取組状況も紹介す
ることで、建設分野にAI等の先端技術を導入するため
の参考となるような特集とします。
【主な内容】
■巻頭言：札幌市立大学　学長　中島　秀之
■特別寄稿

・公 立はこだて未来大学　複雑系知能学科　 
教授　松原　仁

・愛 媛大学大学院理工学研究科　生産環境工学専攻　
准教授　全　邦釘

■国土交通省等の取り組み
・国 土交通省大臣官房　技術調査課　課長補佐 

渡邉　賢一
・国 土交通省国土技術政策総合研究所　社会資本マネ

ジメント研究センター　社会資本情報基盤研究室 
今野　新、関谷　浩孝、蘆屋　秀幸

・国 立研究開発法人土木研究所　水工研究グループ　
水理チーム　竹内　大輝、中西　哲

■建設関連企業の取り組み
・東 日本高速道路㈱関東支社管理事業部交通管制セン

ター交通技術課　鎌田　恭典
　㈱ NTTドコモ　先進技術研究所　プラットフォー

ムシステム研究グループ　寺田　雅之
・㈱ 大林組　技術本部　技術研究所　生産技術研究部

中林　拓馬

・鹿 島建設㈱　技術研究所　三浦　悟　　 
機械部　自動施工推進室　出石　陽一

・大 成建設㈱　技術センター　生産技術開発部特化技
術開発室　加藤　崇

・㈱IHIインフラ建設　鉄構事業部　鉄構管理部　
　　業績管理グループ　熊谷　公雄
・㈱ 建設技術研究所　技術本部　新技術推進部AI 

ソリューション室　清水　隆史、山脇　正嗣、 
金子　拓史、藤井　篤史

・日 本工営㈱　技術本部　先端研究開発センター　 
櫻庭　雅明、古木　宏和、一言　正之

・パ シフィックコンサルタンツ㈱交通基盤事業本部　
安田　亨

■その他企業の取り組み
・応 用技術㈱　ソリューション本部　事業推進部　 

太田　桂吾
・東 芝デジタルソリューションズ㈱　入本　勇宇次 

順風路㈱　神谷　聖二
・日本電気㈱　未来都市づくり推進本部　藤田　貴司
・㈱野村総合研究所　三上　耕太、神田　晴彦
・富 士通㈱デジタルフロント事業本部デジタルビジネ

ス事業部　田嶋　聡司
・㈱ 三菱総合研究所　次世代インフラ事業本部　 

宮下　浩一
■公共調達コーナー
「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の入

札契約の動向」
　 国土技術政策総合研究所　社会資本マネジメント研

究室
■賛助会員コーナー
・株式会社愛亀
・四国建設コンサルタント株式会社
・株式会社第一コンサルタンツ
・株式会社轟組
・ニタコンサルタント株式会社
・株式会社村上組
■その他　JACICのページ等

【JACIC情報について】
● 定期購読を受け付けています。毎号1000円＋消費税

です。今回のみの購入も可能です。
　 定期購読している方は、測量系CPD協議会が認定

する「測量CPD」年間5ポイントも取得できます。
●バックナンバー
　http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
● ご購読のお申し込み、お問い合わせは、経営企画部
（電話03-3584-2404）までお願いいたします。

 （経営企画部　参事　横山輝行）

JACIC通信

http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html

	「監視カメラ等の普及と発展」〜情報映像技術の発展と今後〜
	発注者BIM/CIM研修（初級）の開催報告
	第38回「社会基盤情報標準化委員会」の開催〜2018年度の活動中間報告および2019年度検討テーマの公募について～
	第16回 JACIC研究助成事業成果報告会の開催報告
	BIM/CIMの動向（その36）―ドイツにおけるBIMの推進状況に関する調査概要―
	関東地方センター活動報告
	JACIC情報119号の発刊

