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1．はじめに
JACIC建設副産物情報センターでは、「建設副産物情

報交換システム（COBRIS）」の地方自治体工事での利
用拡大を目指し、昨年度、無料利用サービス（キャンペー
ン①）を実施しました。また、今年度からは従前に比べ
て料金負担を大幅に軽減する措置（キャンペーン②）を
実施しております。

年度 都道府県 ・政令市 市区町村
都道府県・
市区町村
発注工事
受注者

H29 未加入 加入 未加入 未加入

H30 無料
通常料金 3
万円＋税/
事務所等

無料 無料

R 元
3 万円＋税
/行政機関

利用料金
を半額
（※）

通常料金
8 千円＋税
/行政機関

通常料金
8 千円＋税
/支店等

R2 更に減額
（※）

※3万円＋税を下限

：キャンペーン①
：キャンペーン②

これら料金キャンペーンの実施を通じ、多くの自治体
で新たにCOBRIS を利用していただけるようになりま
した。その状況についてご報告いたします。

2．料金キャンペーン
今回の料金キャンペーン実施の背景、ねらい等につい

てはJACIC news 2018/6月号 No.349『「建設副産物情報
交換システム」の新たな展開』等でも詳述したところで
すが、国土交通省の平成29年度末でのCREDAS入力シ
ステム廃止、平成30年度建設副産物実態調査（センサス）
実施のタイミングを好機と捉え、COBRISが建設リサイ
クル法の届出様式（再生資源利用［促進］計画書・実施
書）の作成・提出や実態調査に有効なツールであり、ヘ
ルプデスクのサポートも得られるメリットをユーザに実
感してもらい、これまで利用が低迷していた自治体工事
での利用拡大を、特に多くの利用者が見込める工事受注
者（排出事業者）に主眼を置いて、進めようとするもの
でした。

3．H30無料利用サービスの利用実績
従来CREDASでの様式作成を工事受注者に指示して

いた自治体が、H30年度の工事発注に向けて仕様書等の
改訂を行うのに間に合うよう、H29年10月初にキャン
ペーン①を公表し、更に12月にはキャンペーン②を実施
することも決定・公表し、COBRIS利用への切替えをご
検討いただくべくプロモーション活動に努めました。ま
た、新たにCOBRISのご利用を検討される自治体や建設
業団体等のご要望に応え、各地に出向いてCOBRISの説
明会を実施しました。

この結果、H30年度は、自治体以外も含む通常加入者の
数を大きく上回る自治体工事の発注者、受注者の方々に、
無料利用サービスをご利用いただくことができました。

4．利便性向上のシステム改良等
次年度以降も継続利用いただくには、利用者にできる

だけ不満を感じさせないサービスの提供が重要と考え、
システム改良等の早急な対応に努めました。

ニュースと解説
COBRIS料金キャンペーンの成果報告

〜自治体工事での利用が大きく拡大〜
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センサスの実施年次に行われるデータ項目、様式等の
改訂に準拠したCOBRISのシステム改良を、H30センサス
では5月初めに前倒しして完了させた（前回H24センサス
では年度末近くに完了）ほか、利用者が大幅に増加して
も利用申請や問合せ等でのヘルプデスクの対応待ちを悪
化させることのないよう、利用者自らがWeb上で利用申
請・更新の手続きが行えるメニューの整備や、HP、シ
ステム画面、FAQ、マニュアルをわかりやすくする改
善も順次実施しました。また、データ更改・削除等の対
象範囲で標準と異なる仕方を希望される発注機関のご要
望に応じ、協議会IDの設定を柔軟に変更することも始
めました。

今年度に入ってからも、昨年度ユーザからいただいた
要望等に応え、チェックリストや集計等に係る機能追加
のシステム改良を実施しております。更に、現行システ
ムインフラの保守期限が迫っていることを踏まえ、リプ
レースに向けた新インフラの設計・構築にも取り組んで
いるところです。

5．キャンペーン③の追加
次年度COBRIS加入のインセンティブとなり、併せて

建設発生土情報交換システムの利用拡大にも資する更な
る一手として、次年度にCOBRISを契約していただける
自治体（昨年度の建設発生土情報交換システム未加入者
に限る）を対象に、次年度末まで建設発生土情報交換シ
ステムを無料で利用可能とするキャンペーン③の追加実
施を昨年12月に決定しました。翌1月から次年度申込案
内送付と併せてお知らせしたところ、3月迄に約百の自
治体から申込みがありました。

6．今年度のCOBRIS加入状況
前項までに記したように種々の努力と工夫を重ねたも

のの、有料に替わった段階で実際どれだけの自治体に
残ってもらえるか、正直なところ大いに不安でしたが、
今年度5月末の段階で、H30無料利用サービスを利用し
た自治体のうち、都道府県・政令市の9割以上、市町村

も250以上に加入していただくことができました。排出
事業者（工事受注者）も昨年度や一昨年度に比べて
13,000者以上の増加となっています。特に都道府県・政
令市については、ID数を増やしても料金負担は変わら
なくなったことから、利用者数（IDベース）が6倍以上
に大きく増えました。

COBRIS利用自治体数
H29

年度末
H30 年度末 R 元年

5 月末通常加入 無料利用
都道府県・政令市 19 19 36 52
市区町村 71 71 343 324

COBRIS利用者数（IDベース）
H29

年度末
H30 年 度末 R 元年

5 月末通常加入 無料利用
国の機関 221 227 － 232
独立行政法人等 4 9 － 10
都道府県・政令市 231 231 1,214 1,438
市区町村 72 71 343 330
その他 4 7 － 6
排出事業者 15,575 14,685 25,604 28,825
処理業者 1,723 1,787 － 1,795

合　計 17,830 17,017 27,161 32,636

7．おわりに
国土交通省が5年毎に実施するセンサスのほか、一部

の整備局がその他の年に実施している簡易センサスは、
建設リサイクルに係る諸施策の策定や進捗状況の把握の
ための基礎資料として重要な役割を果たしています。各
種行政施策の基となる統計調査については、精度良く、
しかも、あまり時間や費用をかけず効率的に実施できる
ことが望まれます。これを実現するには、ICTをうまく
活用することが欠かせないでしょう。

また、先般「デジタルファースト法」が国会で可決、
成立しましたが、今後、行政手続きはオンライン実施が
原則となってきます。

COBRISはインターネットやデータベースを利用した
Webシステムであり、届出様式の作成・提出・確認、
センサス実施など、建設リサイクル行政事務の効率化や
利用者の利便性向上に大いに役立つものと考えます。

今後、まだご利用いただけていない自治体も含め、関
係機関のご意見に耳を傾け、更なるシステムの改良、サー
ビスの向上に取り組んで参りますので、益々のご利用を
よろしくお願い申し上げます。

 （前建設副産物情報センター長　森　勝彦）

ニュースと解説
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1．ICCBEI国際会議とは

ICCBEIとは、「土木建築情報学国際会議（International 

Conference on Civil and Building Engineering 

Informatics）」の略で、2013年に東京で初めて開催され、

その後2年毎に開催されてきた、BIM/CIMをテーマの中

心としている国際会議のことです。今回は第4回の開催

になります。

運営主体は、AGCEI（Asian Group of Civil Engineering 

Informatics、議長は大阪大学大学院の矢吹信喜教授）

というアジア8ケ国・地域の大学教授たちで構成されて

いるグループで、開催国の土木学会等も共催することに

なっています。

建設情報分野の会議としては、もうひとつICCCBE

（International Conference on Computing in Civil and 

Building Engineering）という世界的な国際会議があり

ますが、今回のICCBEIは、そのICCCBEと姉妹関係にあ

ります。ICCCBEが大陸持ち回りで偶数年に開催されるの

に対して、このICCBEIは奇数年の開催になっています。

2．今回の会議概要

今回の開催概要は以下の通りです。

http://iccbei2019.com/

○会期：令和元年11月7日（木）〜8日（金）

　　　　 6日（水）夕刻にはレセプション

○会場：「せんだいメディアテーク」

　　　　宮城県仙台市青葉区春日町2-1

○参加：アジア各国および北米から論文参加

　　　　及びベンダー各社のスポンサード

○規模：外国人50名を含む150名程度

○ホスト：宮城大学　蒔苗耕司教授

3．JACICも協力しています

JACICは、この国際会議設立当初にサポートした関係

で「設立協力者」という立場にあり、現在でもJACIC理

事長が上記AGCEIの理事会メンバーになっています。

JACICとしては、この国際会議と日本企業との間を繋

ぎ、同時に建設情報分野の情報収集の目的で、毎回論文

参加や宣伝活動を行い、この会議に貢献して来ました。

2013年と2015年は、東京開催であったので、会議内セッ

ションとして日本人も外国人も聞けるパネルディスカッ

ションを行いました。2017年の第3回は台湾開催でした

が、写真のように、JACICセミナー（プレセミナー）を

現地で開催しました。この時は日本のベンダー5社も同

時に参加して、講演およびパネル展示をしていただきま

した。

今回の第4回仙台開催には、JACICからは6編の論文参

加予定です。

写真：JACICセミナー2017in 台湾の様子

4．JACICセミナー2019 in 仙台も同時開催

今回JACICは、この国際会議に合わせてJACICセミ

ナーを開催する予定です。国際会議にアジア各国の

BIM/CIM専門家が多く仙台を訪れる機会を捉えて、何

人かの外国人講師も加えて、日本およびアジアにおける

ITの最新事情を提供するセミナーを開催したいと考え

ております。

○日時：令和元年11月6日（水）13：00〜16：40

○会場：同じ「せんだいメディアテーク」7F

　　　　スタジオシアター

○参加：無料。150名、CPDポイント付加。

○通訳：英語―日本語の逐語通訳あり。

参加者の募集は、8月中旬頃よりJACICホームページに

て行う予定です。今後の情報にご期待ください。

 （国際グループ　河内　康）

JACIC便り

11月仙台で国際会議ICCBEI2019が開催されます
〜〜 JACICセミナー2019 in 仙台も同時開催 〜〜

http://iccbei2019.com/
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｢i-Construction賞｣（第23回土木施工管理技術論文 表彰）
「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30編の技術論文から、大成ロテック（株）池田直

輝氏、高橋克典氏の論文「レーザースキャナーの各種計
測による現場への活用について」が「i-Construction賞」
に選ばれました。

池田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　総括首席研究員　榎村康史）

＜受賞論文の概要（ご寄稿）＞
本稿は、関東地方整備局川崎国道事務所の発注した、

国道357号線の新設トンネル内のコンクリート舗装工
事にて、ICT舗装工の施工管理に活用するレーザース
キャナーの適用に関し試行した内容をまとめたもので
ある。

国土交通省は、平成29年度より「ICT舗装工（アス
ファルト）」の取組を開始し、翌年度から「ICT舗装
工（コンクリート）」の取組を追加した。当社ではレー
ザースキャナーを活用した事例が少なく、実績資料も
僅少であったことから、現場での計測における効率的
な計測方法とその課題や対策について検証を試みた。

当現場は、シールドトンネル内で、路側構造物が既
に施工されていた。よって、コンクリート頂版上面か
らの瀝青安定処理（平均 t＝220mm）の施工後に連続
鉄筋コンクリート舗装（t＝260mm）を、マシンコン
トロール（MC）にて施工した。

今回の試行では、ICT舗装工の5つのプロセスのう
ち「3次元起工測量」、「3次元設計データ作成」、「ICT
建機による施工」、「3次元出来形管理等の施工管理」
の4つのプロセスを実施した。評価の対象とした計測
器械は地上型レーザースキャナー（以下、TLS）と、
地上移動体搭載型レーザースキャナー（以下、地上移
動体搭載型LS）とし、以下の項目にて比較した。

①　 TLSと地上移動体搭載型LSによるトンネル内部
の取得点群の利便性の確認

②　 TLSと地上移動体搭載型LSによる作業時間の比較
③　面管理による出来形評価の比較
④　データ容量とハードウェア環境の程度

TLSは固定式で計測毎に器械を据え替える。一方地
上移動体搭載型LSはベースとなる移動体にレーザー
スキャナーを搭載し、移動をしながら計測することか
ら、計測時間や作業人員の削減が可能となり効果的で
あることの確認が出来た。しかし、機械本体の損料は
高価で維持費用も高く、作業環境にも影響されやすい
ことから、活用の課題も見えてきた。

出来形管理では、「平成30年度地上型レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」に
準じて行った。管理対象範囲を厚さと標高較差の管理

項目で評価を行い、双方ともに規格値を満足する結果
を得た。規格値は「平成30年度土木施工管理基準及び
規格値（案）国土交通省」とした。

計測から帳
票出力までは、
点群処理ソフ
トウェアを用
いて行った。
点群は、計測
密度を確保す
るため高密度
に取得する必要があり、計測後の生データは容量が膨
大なものとなる。使用するパソコンの性能によって、
データの保存など操作に時間を要する場合があるた
め、点群処理を行う際は、使用するハードウェアの環
境や記憶媒体の整備にも注意する必要があることを確
認した。

各種計測機器毎の今回の試行は、新設トンネル内で
あったことから、天候や路面状態に影響されず、好条
件での計測作業を行えた。しかし、通常の場合は、天
候に加えて他作業の工程を踏まえた計測計画が重要と
なることも確
認できた。ま
た、データ処
理については
ソフトウェア
のみならず、
ハードウェア
の整備や情報
端末の知識も
高めていく必
要があると考
えられる。

今 後、ICT
を活用した工
事は拡大され
ていくと推測
されることか
ら、今回の試行に留まらず、新技術の積極的な活用を
図り、ICTの知識と関連技術をより一層向上させるべ
く、日々努力していく所存である。

JACIC便り

写真２　TLSによる計測

写真３　地上移動体搭載型LSによる計測

写真１　トンネル内部
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EE東北 1̓9への出展報告
1．EE東北 ’19

6 月 5 日、6 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 ’19」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 29
回目です。

JACIC は、EE 東北 ’19 を後援するとともに、JACIC
クラウド、建設副産物・建設発生土情報交換システム、
BIM/CIM 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 891

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 100
維持管理・予防保全 113

建設副産物・リサイクル   7 建設副産物・建設発生
土情報交換システム

防災・安全  62

その他  13 JACIC クラウド、
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、大学の展示等があり、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 ’19 へ の 来 場 者 は、2 日 間 で 過 去 最 多 の
16,500 人（昨年：16,300 人）でした。

JACIC の展示ブースにも 150 名を超える方が訪ねて
くださいました。

特に本年秋試行の JACIC クラウドについては、6 日
の午後に、理事によるプレゼンテーションも行われ、
i-Con’チャレンジ戦略を多くの方に認識して頂きまし
た。また、多くの学生さんが BIM/CIM の動画に興味を
示し、i-Construction による今後の建設業の働き方をイ
メージしてもらうことができました。

3．JACICの出展技術
JACIC は、次の 3 つのシステムを出展し、モニターで

の動画展示、パネル展示、パンフレット配付を行いました。
1）JACICクラウド

i-Construction の本格的な推進を支援するためクラウ
ドを構築し、3D モデルや動画等のデータを共有化し、
即時にコミュニケーションできるようにする技術です。

発注者や受注者など様々な関係者の参加及び様々な

システム、モデル、データベースの利用が可能となり、
測量・調査、設計、施工、維持管理までの建設プロセス
や発注、契約から電⼦納品、保管までの事務・契約等の
公共調達プロセスにおいてサービスの提供が可能になり
ます。EE 東北 ’19 では、技術内容の詳細を説明いたし
ました。

【JACICクラウドの発表】
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 ’19 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）BIM/CIM
BIM/CIM の活用事例（作業量や協議時間の短縮、構造
物の不具合可視化など）動画を通してわかりやすく説明
しました。

 （経営企画部　参事　栗原元宏）

JACIC便り
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BIM/CIMコーナー

BIM/CIMの動向（その41）
― BIM/CIMに関連するデジタルツイン ―

1．デジタルツインとは
デジタルツインという言葉は、IT業界では数年前か

ら使用されており、「仮想空間上の双子」あるいは「デ
ジタルの双子」などとも言われています。

現実の物理空間の情報をIoTでサイバー空間に送信
し、その環境を仮想的に再現するという考え方です。

デジタルツインは、これまで製造業で行われている
CAE（Computer Aided Engineering）を進化させたも
のといえます。

製造業では、部品や製品の製造時、改良時にこれらを
バーチャル環境上に3次元データとして再現し様々なテ
ストを実施する、すなわちシミュレーションを行う技術
としてCAEが使用されていました。

デジタルツインはこのCAEは進化させ、物理空間で想
定される環境要因を組み込み、仮想空間上で再現した双
子が常に変化し更新されることができるようになります。

このデジタルツインを利用して、複合分野のモデル検
討や物理現象をシミュレーションすることによって、不
具合を低減し、製品の性能特性を高い精度で予測分析を
行うことができます。

※出展：シーメンス社

2．製造業以外での可能性
最近では、めざましいICTの進歩により従来のCAEよ

りも幅広い分野で、リアルタイムかつ物理空間に連動し
た高度なシミュレーションを行うことが可能となってい
ます。デジタルツインは、製造業だけでなく様々な分野
での展開が見られています。一例を紹介します。

（1）交通分野
Invisible-to-Visible（I2V）ではリアルとバーチャ

ルを融合した3Dインターフェイスを通じて、ドラ
イバーに見えないものを可視化しドライビングをサ
ポートする、また、見えない人を可視化して双方向
コミュニケーションを実現することを日産自動車で
は研究開発しています。

（2）プロセス分野
より高精度で物理法則にのっとったプラントの状

態の把握と予測するため、デジタルツイン・シミュ
レーション技術の開発にIHIでは取り組んでいます。

※出展：IHI技報Vol.59 No.1（2019）

3．建設分野での可能性
デジタルツインは、建設現場に関わる様々な状況（プ

ロセス）に対応できます。
地理的条件、気象条件（風速、雨量等）、現場状況等

を考慮したシミュレーションをデジタルツインで行うこ
とにより、生産性の向上が大いに期待できます。
4．おわりに

国土交通省では、「国土交通省データプラットフォー
ム（仮称）」を構築することを計画しています。この中
でデジタルツインを活用し、業務の効率化やスマートシ
ティ等の国土交通省の施策の高度化、産官学連携による
イノベーションの創出を目指しています。

このプラットフォームでは、国土交通省だけのデータ
だけでなく多くのオープンデータが連携されます。

JACICとして支援できることがあると考えています。
デジタルツインに関する調査研究を進めてまいります。

 （研究開発部　次長　徳重政志）

※出展：日産自動車
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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。
前回報告（2018.10月号）以降の主な活動をご紹介します。
■建設フェア四国2018 in 高松

平成30年10月19日（金）、20（土）の2日間、サンポー
ト高松周辺において、四国建設広報協議会主催の建設
フェア四国2018 in 高松が開催されました。四国の建設
フェアは、隔年で開催されており、今回は「建設産業及
び社会資本整備への一般理解への醸成」と「建設産業の
魅力発信」の2つのテーマを目的としています。

93団体が出展され、来場者数は2日間で延べ約5,000名
（前回3,487名）であり、JACICの展示ブースへも100名程
の方にご来場いただきました。四国地方センターからも、
BIM/CIM、建設副産物情報交換システム、Photog-CAD
を中心にJACICシステム全般の紹介を行いました。

写真-1　建設フェア四国2018 in 高松
■建設副産物情報交換システム（COBRIS）

平成31年2月7日に「建設副産物対策四国地方連絡協議
会」が開催され、JACICからもオブザーバーとして参加
させていただきました。

協議会では、平成31年度建設副産物情報交換システム
（COBRIS）の契約者（自治体）に対して、建設発生土
情報交換システムの無料サービスキャンペーン及び建設
リサイクルの効率化・高度化に向けたクラウド環境開発
の取り組みなどを説明しました。

写真-2　建設副産物対策四国地方連絡協議会

3月末現在、四国管内では香川県を除く3県及び13市町
で、COBRISを導入していただいています。
■BIM/CIM講演会

平成31年2月27日に、四国河川維持管理技術講演会が開
催され、JACIC本部より尾澤理事が講演者として、「BIM/
CIMの取り組みと河川維持管理」をテーマに講演を行い、
四国管内の河川維持管理技術者及び四国地整職員等、74
名が受講されました。

写真-3　四国地方河川維持管理講習会

■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、香川県広域水道

事業団、31市町村の39団体で運用されており、市町村の
導入率は33％と未だ低い状況ですが、平成31年度（令和
元年度）より新たに香川県小豆島町・土庄町の2町が香
川県との共同利用をされています。

また、6月18日には、「令和元年度四国地方ブロックコ
アユーザ会議」を高松市内で開催しました。国、県、市
から15団体、21名が出席され、新方式（脱Java対応版）
の開発状況や今後の予定、コアシステムのサポート期間
などを説明し、意見交換しました。

写真-4　四国地方コアブロックユーザ会議
○ 　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　石田和敏）

四国地方センターの活動
地方便り
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