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一般財団法人 日本建設情報総合センター

JACIC からのお知らせ

令和4年度（一財）
日本建設情報総合センター
研究助成公募案内
（一財）日本建設情報総合センターでは、建設分野における情報・システムを活用した調査研究を助成の対象とし、
以下の対象課題に関する調査研究を広く募集します。
特に、JACICでは「JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略」において、新たな情報通信技術を取り込んだ新現場力の構築
に向けた取り組みを進めており、インフラ分野のDXへの対応、新現場力の構築、建設生産性の向上に資する調査研究
の応募を期待しています。
1．公募期間
令和4年4月15日（金）
〜令和4年6月30日（木）
2．研究助成の対象課題
1．指定課題
① 建設情報の標準化に関する調査研究
② 3次元モデルや3次元データの活用による建設生産性向上、維持管理の効率化・高度化に関する研究
③ 建設分野におけるデータベース、データプラットホームの活用に関する調査研究
④ ICT等に関する技術（AI、5G/IoT、XR（VR、AR、MR、SR）、センシング技術、画像処理技術等）の建
設分野における活用に関する調査研究
⑤ 建設分野の各プロセス（測量、調査、設計、施工、維持管理、防災対応等）及び建設現場での危機管理時
の業務継続におけるICT活用に関する研究
⑥ 建設分野の情報技術者の育成に関する調査研究
⑦ 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
2．自由課題（上記①〜⑦以外で、当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）等の研究者とします。
申し込み件数は1人あたり1件（共同研究の場合も同様）とします。
4．助成期間
助成期間は、令和4年9月1日から令和5年11月30日まで（1ヵ年）もしくは令和6年11月30日まで（2ヵ年）とします。
5．助成額及び採択件数（あわせて8件程度を予定）
・2ヵ年の研究
・1ヵ年の研究
・1ヵ年の研究
・若手の1ヵ年の研究

助成額600万円以内
助成額300万円以内
助成額100万円以内
助成額100万円以内

1件以内
3件程度
3件程度
3件程度（令和5年4月1日時点で満35歳以下）

公募案内の詳細は、JACICのホームページ（http：//www.jacic.or.jp/）に掲載していますので、確認の上ご応募く
ださい。
令和3年度は、4件（2ヵ年の研究1件、1ヵ年300万円以内の研究1件、1ヵ年100万円以内の研究2件）が採択されました。
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 明野、清水
E-mail：grant-prog@jacic.or.jp

（建設情報研究所 研究員 清水知子）
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BIM/CIMコーナー

BIM/CIMの動向
（その65）

― 地理空間情報分野における国際標準CityGMLとの融合 ―
1．はじめに

係だけでなく、人間による解釈を定義していることです。

建設事業における「計画」
、
「設計」
、
「施工」
、
「維持管

このように、CityGML 3.0 Conceptual Model は、3D 地

理」の各プロセスすべてを単一の BIM/CIM ソフトウェ

理空間データの統合、保存、交換のためのフレームワー

アで対応することは困難です。例えば、計画段階におい

クを提供しているものです。

て構造物の周辺環境を把握したり、建設による影響評価

CityGML 3.0では、データをGML/XMLだけでなく、

を実施する際にはGISを活用することが適しています。

JSON（JavaScript Object Notation）やデータベースス

また、維持管理段階においては、GIS を情報基盤とする

キーマでエンコードすることができます。また、旧バー

ことで様々なデータの包括的な管理や情報共有が可能と

ジョンと比較すると、BIMとの統合性が向上し、屋内空

なります。BIM/CIMとGISとの融合は、密接なものが

間をさまざまな詳細度（LOD：Level of Detail）で表現

あると言えるでしょう。

できるようになったほか、センサやシミュレーションに

今回は、OGC（Open Geospatial Consortium）が推進

よる動的データのサポート、モデル駆動型アーキテク

する地理空間情報分野における国際標準であるCityGML

チャツールを用いて、情報モデルをアプリケーション領

について概説します。

域拡張する機能などが追加されています。
CityGML 3.0に対応したGMLエンコーディングが公開

2．概説

されており、実用化されています。それぞれのXMLス
キーマファイルはダウンロードすることができます。

（1）OGCとは

https://github.com/opengeospatial/CityGML-

OGCは、500以上の企業、政府機関、研究機関、大学か

3.0Encodings/releases

らなる1994年に設立された国際コンソーシアムで、地理

CityGML 3.0 GML エンコーディング仕様書は現在作

空間情報およびサービスのFAIR化（Findable, Accessible,

成中であり、順次、別のエンコーディング規格として発

Interoperable, and Reusable）を推進しています。

行される予定となっています。CityGML 1.0 と 2.0 の両

OGCのメンバー主導のコンセンサスプロセスにより、
ロイヤリティフリーで一般に利用可能なオープンな地理

方を使用した多くのデータセットが作成され、活発に使

空間標準が作成されています。OGCは、最先端の技術

用されているため、これらの仕様が非推奨となることは

動向を積極的に分析・予測し、俊敏で協力的な研究開発

ないようです。しかし、既存のデータをCityGML 3.0に

（R&D）ラボであるOGCイノベーションプログラムを運

アップグレードすることは可能となっています。

営し、メンバーのユースケースに対する革新的なプロト

（3）ADE（Application Domain Extension）とは

タイプソリューションを構築・テストを実施しています。
（2）CityGML 3.0とは

ADEは、CityGMLのデータモデルに、特定のユース
ケースで必要となる追加の概念を追加するための組み込

CityGML規格は、仮想3次元都市モデルの表現、保存、

みメカニズム（拡張機能）です。ADEには40程度あり、

交換のための概念モデル（標準化されたデータモデル）

幅広いアプリケーションをサポートしていますが、各国

および交換フォーマットを定義しています。都市や景観

の地理情報標準との調和のようなアプリケーションにと

の計画、建築情報モデリング（BIM）
、モバイル通信、

らわれない目的があります。
具体的には、CityGML定義の「地形、土地利用、植生、

災害管理、3次元地籍、観光、車両・歩行者ナビゲーショ
ン、自律走行・運転支援、施設管理、エネルギー・交通・

建築物、道路、橋梁、トンネル、水域以外」をADEと

環境シミュレーションなど、スマートシティやアーバン

して追加可能になり、CityGML定義を拡張することが

デジタルツインに向けた様々なアプリケーションの都市

できます。

ジオデータの統合を促進するものです。
3．おわりに

CityGML 3.0は、従来のCityGMLバージョン1.0、2.0
を進化させたものです。前バージョンではGMLの交換

JACICは、
「JACICクラウドの構築」に取り組んでい

フォーマットを標準化していますが、CityGML 3.0では

ます。その中で、業務に応じた専門画面によって、効率

基盤となる情報モデルを標準化し、GMLを含む様々な

的、効果的に共有、処理、管理することができる「JACIC

技術で実装することが可能となっています。

ルーム」というサービスを提供しています。そのオプショ

CityGML 3.0 概念モデル規格は、3次元都市オブジェ

ナルサービスとしてGIS地図機能を追加し、様々な情報

クトを表現するための共通のセマンティック情報モデル

の重ね合わせなどレイヤーによる情報管理、活用が行え

が記述されています。このモデルの主な機能は、モデリ

るようにしております。

ングされたデータオブジェクトの幾何学的表現とその関
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（研究開発部

次長

徳重政志）
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地方便り

中部地方センターの活動
◆建設技術フェア2021in中部

中部地方センターは、
中部5県
（うち長野県は南信地域）
を担当し、「総合的な建設情報の提供」と「建設プロセ

コロナ禍の影響で12月14日（火）、15日（水）に延期

スに関する情報の利活用促進」を通して、インフラ分野

開催となりましたが、出展者数254社・団体、来場者数

の地域支援を行っています。今回は、前回2021年8月
（No.387）以降の活動など報告します。

のべ14,054人となる盛況ぶりでした。JACICブースでは、
「JACICルームによる新たなマネジメント」をテーマに
「JACICルームのデモ」
、
「CIM動画上映」
、
「360°画像の

◆中部ブロックコアシステムユーザ会議

スマホ閲覧デモ体験」などを催し、多くの来場者（約
200人）にお立ち寄りいただきました。

コロナ禍に鑑み、前年度と同様に資料回付による会議
方式としました。次期ブラウザ対応やコアシステム関連
技術の動向などを議題とし、8月5日〜8月27日資料回付
し、いただいたご質問に対して9月9日に回答し、会議を
終了しました。
令和3年度には四日市市、伊賀市、鈴鹿市の皆様が新
規契約され、ユーザ会議会員が13団体となりました。コ
ロナ禍の状況によりますが、平成4年度の会議開催は、6

また、学生歓迎ブースとし、リクルートパンフ（成長

月下旬に対面方式での準備を進めています。

に向けて舵を切れ）により、多くの大学、高専生に向け
て新卒採用の案内ができました。

◆賛助会員の皆様との意見交換
10月6日、
岐阜県の賛助会員7社（12名）の皆様と「BIM/
CIM活用推進」のテーマに意見交換会を行いました。（開
催報告はJACIC news No.391）

■教育機関におけるBIM/CIM講義
12月10日岐阜高専3年生・2年生（合同83名）、12月20
日 豊 田 高 専4年 生（53名 ） の 皆 様 にJACIC顧 問 に よ る
BIM/CIM講義を実施しました。これからの建設分野を

令和4年度は、静岡県の賛助会員の皆様と調整し、秋

担う学生の皆様に対して、土木分野のBIM/CIM活用状

頃に意見交換会を開催する予定です。

況や土木技術者のあり方について学んでいただく機会と
◆建設副産物・建設発生土

なりました。

12月7日WEB開催された「中部地方建設副産物対策部
会・公共工事建設発生土対策部会」に建設副産物情報セ
ンターと参加し、建設副産物及び建設発生土情報交換シ
ステム加入状況について情報提供しました。

【 令 和3年 度 】4/28名 城 大 学、11/8名 古 屋 工 業 大 学、
12/10岐阜高専、12/20豊田高専


（中部地方センター長

澤頭芳博）

■編集・発行

〒107-6114 東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル14階
TEL.（03）
3505-2981〈代表〉 FAX.（03）
3505-0414
ご意見・お問い合わせ先：https://www.jacic.or.jp/about/syozai/syozai.html
JACICホームページ https://www.jacic.or.jp/
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