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明けましておめでとうございます。
皆様には、当センターの事業に対し、日頃より深いご

理解とご支援を賜りありがとうございます。また、昨年
11月15日、当センターは設立35周年を迎えました。これ
も皆様のご支援の賜物と考えます。心より感謝と御礼を
申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症の脅威に全世界が
さらされた1年でした。また、熊本県球磨川での氾濫を
はじめ、多くの自然災害にも見舞われました。

新型コロナウイルス感染症は、100年ぶりのパンデミッ
クと言われ、私たちがこれまで当たり前としていた社会
の仕組みや仕事の仕方を根本から覆すものでした。現場
が基本の建設事業も、非接触・リモート型の働き方に転
換するなど、新たな仕組みへの早急な変革が求められて
います。

私たちJACICは、国土交通省が進めるi-Construction
施策を積極的に支援するため、2018年度より「JACIC 
i-Conチャレンジ戦略」に基づき仕事の仕方の改革を提
案してきました。

その一環として、昨年の4月からJACIC事業の柱の1つ
に「建設プロセスに関わる情報の利活用促進」を明確に
位置づけ、担当する組織として「ソリューション部門」
を立ち上げました。また、それを支える基盤ツール

「JACICクラウド」を約2年間かけて開発し、昨年6月よ
り本格的なサービスを開始しました。

奇しくも、昨年3月には、新型コロナウイルス感染症
の影響で年度末の打ち合わせや竣工検査等の代替手段の
確保が急務となった国土交通省などのニーズに応え、
JACICクラウドの試行版を国土交通本省及び地方整備局
へ無償提供するとともに、5月からは、毎年出水期の前
に開催される「洪水予報連絡会」や「水防連絡会」等を
支援するため、地方自治体を含め全国55機関にJACICク

ラウドの試行版を無償提供しました。
また、令和2年7月豪雨の被災地に対する支援として、

本格稼働を開始したJACICクラウドのルーム機能を、被
災地を対象に年度内無料で提供しました。

今後とも、建設事業の問題解決に特化したクラウド基
盤としてJACICクラウドをご利用いただけるよう、関係
者の方々のご意見を賜りながら、一層の改良に努めてま
いりたいと考えています。

一方、従来からJACICが進めてきた「公共調達に関わ
る情報提供」サービスの一つであるコリンズ・テクリス
についてはその適切な運用に努めるとともに、情報セ
キュリティ環境の変化に対応した電子入札コアシステム
の適切な維持更新等を行うなど、ユーザーの皆様のご期
待に沿うよう安全かつ安定した運用を進めてまいります。

また、「建設情報に関わる研究開発」においては、
BIM/CIMの標準化に関する国内外の活動、地方の技術
力向上に寄与するセミナーの開催等を引き続き行ってま
いります。

国土交通省においては、現在、インフラ分野のDX（デ
ジタル・トランスフォーメーション）を推進しています。
建設分野の情報化の推進は私たちJACICの使命であり、
引き続き国の進める事業を積極的に支援してまいりたい
と考えています。

今後とも、産学官との緊密な連携のもと、新たな情報
技術による現場の変革に挑戦しつつ、建設事業の発注者・
受注者双方の業務執行の効率化・高度化に寄与すること
により、魅力ある建設現場を創出し、質の高い社会資本
整備を通じて、公益の増進、社会貢献に務めてまいりた
いと考えています。

今年も引き続き皆様方のご支援を宜しくお願い申し上
げます。

新 年 の ご 挨 拶新 年 の ご 挨 拶新 年 の ご 挨 拶新 年 の ご 挨 拶
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昨年のJACICNews1月号に「JACICで見た夢の実現へ
JACICクラウドの構想から実装まで」を投稿しました。

JACICに来てから、i-Constructionの推進に携わり見た夢
とともに、JACICクラウド誕生までの経緯を紹介したも
のです。JACICクラウドは、正夢となり昨年の4月には実
装され、社会状況とともに進化をしています。本稿では、
昨年を振り返りながら、これからも続く夢としてJACIC
クラウドの新たな方向性をご紹介したいと思います。

昨年の出来事とJACICクラウド
昨年は、JACICにとって大きな変革の年になりました。

1月に新社屋への移転から始まり、新型コロナウィルス
の影響を受け、急遽JACICクラウドの試作版で支援措置
を実施、4月には、JACICソリューションという新たな
部門を設置し、JACICクラウドの本格運用を開始、
i-ConstructionからDXの推進という政策展開の中で
JACICクラウドの基本サービスの明確化、JACICの戦略
を示してきた「JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略」（以降

「チャレンジ戦略」という）にアクションプランを追加
など激動の1年でありました。この間に「チャレンジ戦略」
を8回改訂し、常に試行錯誤を繰り返しながらニーズに
合ったものの提供を目指しています。

こうした中で、一貫してICTプラットフォームを活用
した新たなマネジメント方策（特に3次元統合モデルの
活用）を提案してきました。JACICクラウドは、単なる
クラウドサービスではなく、新たなマネジメント方策に
よる新たな仕事の仕方を提供するものです。

i-ConからDXへ
「チャレンジ戦略」の最初にi-ConからDXへ5つの提案

を記載しています。
① 新現場力の構築とコミュニケーション力の向上
② DX時代の新しい仕事の仕方の提案
③ i-Conと情報共有環境の強靭化
④ 建設情報の一元化
⑤ 2023年度BIM/CIM問題
いずれもこれからの方向性を示しており、我々として

もこれを基本に様々な取り組みを実施します。是非
JACICホームページから「チャレンジ戦略」を見ていた
だきたいと思います。

JACICクラウドの基本サービス
現場においてICTプラットフォームを構築し、3次元

統合モデル等のBIM/CIMを活用することで以下のよう
に仕事の仕方が大きく変わります。

①  データやモデルの共有、関係者間の意見交換等
を即時、同時に行える

② 膨大なデータの利活用が可能になる
③ データやモデルの集約化、一元化が可能になる
④ 業務体系をシステム化できる
⑤ 現場のノウハウをシステム化できる
⑥  最先端の技術（AI、IoT、ロボット等）と連携、

融合が可能になる
⑦ 業務の効率化、高度化を可能にする

JACICクラウドは、これらを実現するためのICTプ
ラットフォームの提供を目指します。具体的には建設プ
ロセス関連の必要な各種サービス（競争領域）の利用や
内部・外部のシステムの利用を容易かつ効率的に行える
ように、ICTプラットフォーム（協調領域）の提供を行
うものです。また、JACICからの公共調達プロセス関連
サービスも提供します。

今後の展開
ICTプラットフォームと3次元統合モデルを用いた新

たなマネジメント方策の提案を実現し、現場での監督、
検査、巡視・点検等の遠隔臨場や災害対応として即時・
同時の画像・データ等の情報共有環境などこれまでの方
法から大きく変革を遂げるサービスの提供を目指してい
ます。

また、コリンズ・テクリスの検索機能を拡張し、発注、
契約からオンライン電子納品、成果品の利活用まで一元
的に情報管理ができる環境整備を目指します。コリンズ・
テクリスの利用は、昨年4月からJACICクラウドででき
るようにしました。3年間の移行期間を経てJACICクラ
ウドからの利用に切り替えて行きます。公共調達プロセ
ス関連のサービスのシングルサインオンなどより便利な
環境整備も行って参ります。

夢は膨らみ、現実となるように皆さんと良い夢を共有
していきたいものです。夢もJACICクラウドで共有でき
ますかね。

 （理事　尾澤卓思）

ニュースと解説

JACICで見た夢の続き
JACICクラウドの新たな展開

JACICクラウドの全体像
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1．はじめに
先月号において、DXを実現するために活用されるAI

（Artificial Intelligence：人工知能）について紹介しまし
た。今回は、政府が策定したAI戦略2019〜人・産業・
地域・政府全てにAI〜について紹介します。
2．戦略の目的及び推進にあたっての基本的考え方

本戦略の目的は、Society5.0の実現を通じて世界規模
の課題解決に貢献するとともに、我が国自身の社会課題
も克服するために、今後のAIの利活用の環境整備・方
針を示すこととしています。また、政府は総合的なコー
ディネーターとして、以下の観点にも留意しつつ、各種
施策を着実に推進するとしています。

①　 産業の担い手は民間企業であり、民間企業がその
努力を発揮するために、基盤の整備（人材の育成
と呼び込み、研究開発の促進、産業基盤・事業化
支援）、新たな技術の導入を加速する制度の構築
と阻害要因の除去、多国間の枠組みの構築などが
不可欠であること

②　 AIシステムの実装には、大規模データを収集・
蓄積し、アクセスする基盤、超高速通信網、セン
サー群、ロボット等が必要であること

③　 AIの社会需要には、サイバーセキュリティやAI
倫理を含む、システムの安全性や健全性を担保す
る技術の開発や実装、AIに関わるリテラシーの
向上及び開発者・運用者とユーザ間での適切なコ
ミュニケーション、さらにAIの具体的な便益が
感じられることなどが重要であること

3．官民の役割分担
本戦略の実現には、官民の一体的な取り組みが不可欠

としています。このうち政府は、以下のような取り組み
を行うことにより、今後の新たな社会（Society 5.0）作
りのための環境を整備し、民間が行う、生産性の向上、
多様な価値の創造、スタートアップ企業群の創出や、そ
れらを通じた産業構造のたゆみなき刷新をサポートする
こととしています。
Ø　 戦略の策定と、それを実現するためのロードマップ

の策定
Ø　制度的・政策的障害の迅速な除去
Ø　 マルチステークホルダー間での課題解決のための

ネットワークの構築
Ø　国内外を包含した人材育成
Ø　社会構造変革及び国家存続のための社会実装
Ø　基盤的な研究基盤、次世代の基礎研究
Ø　AI利活用の加速に向けた、共通的な環境整備
Ø　倫理、国内・国際的なガバナンス体制の形式

Ø　「グローバル・ネットワーク」をハブ作り
他方、民間セクターは、本戦略の趣旨をしっかりと理

解するとともに、AI社会原則を遵守し、優秀な人材に
対する国際的競争力のある報酬体系の導入を図りつつ、
他国・地域との国際連携や多様なステークホルダーとの
協働を推進する必要があるとしています。
4．社会実装

本戦略では、アーキテクチャ設計に基づくデータ基盤
を踏まえた、持続可能なAI社会実装をまずは「健康・
医療・介護」「農業」「国土強靱化」「交通インフラ・物流」

「地方創生」の5分野で実現することとしています。その
中で、国土強靱化分野での大目標は、「低維持補修コス
トでインフラの安全を担保するための国家的システムの
導入と、それに向けた国土に関連する各種データの管理・
連携」としています。国土強靱化（インフラ、防災）分
野で、国土交通省に関する具体的目標と取り組みは以下
のとおりです。

【具体目標1】国内の重要なインフラ・老朽化インフラの
点検・診断等の業務におけるロボットやセンサー等の新
技術の開発・導入

【取り組み】
Ø　 インフラメンテナンス国民会議の取り組みを通じた

AI・ビッグデータ等を含む新技術の導入促進
【具体目標2】国土に関する情報をサイバー空間上に再現
するインフラ・データプラットフォームの構築

【取り組み】
Ø　 測量・調査から設計、施工、維持管理に至る建設生

産プロセス全体で得られた構造物データや地盤デー
タ等を集約・共有し、自治体のデータと連携の上、
同一地図上に表示

Ø　都市の3次元モデルの試作
Ø　 インフラ・データプラットフォームの社会実装（本

格稼働と持続的な運用体制の確立）に向けたロード
マップ作成

Ø　 インフラ・データプラットフォーム上での経済活動
や自然現象のデータを連携させ、実世界の事象をサ
イバー空間に再現する国土と交通に関する統合的な
データ連携基盤の整備

5．さいごに
AI社会での国土強靱化の一環であるBIM/CIMを皆様

とともに推進して参りましょう。
参考資料
・ AI戦略2019〜人・産業・地域・政府全てにAI〜（令和

元年6月）
 （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その56）
― AI実装社会に向けた取り組み ―

BIM/CIMコーナー
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JACICnews No.377（2020.10月号）にて開催をご案内
しました「JACICソリューション報告会」を、11月12日
にTKP赤坂駅カンファレンスセンターにおいて約60名
の方にご参加いただき開催いたしました。

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
ソーシャルディスタンスを考慮し、会場受講者数を例年
の170名から60名に限定するとともに、Webでの受講も
可能としました。その結果、会場・Webあわせて約150
名の方にご参加いただくことができました。

JACICソリューション報告会＜第1部＞では、5題の報
告をしましたので、アンケート結果を中心にご報告いた
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84名の方の所属、及び

＜第1部＞の満足度はグラフに示す通りとなりました。
これらの結果より、多方面の業種から報告会へのご参加

があったこと、さらに、ほぼご満足いただけたことが分
かりました。

また、各報告内容の「有意義さ」に関する設問で、「お
おいに有意義」と回答された方の人数を比較した結果（下
図）、「JACICのDXへの取り組み」が最も有意義と評価
されました。

とても満足

少し満足

大いに不満
〈第1部〉の満足度

JACICソリューションに関するご意見
受講者の方から「防災ルームは現地の状況をすばやく

確認できるので大いに期待する」「360度画像共有の事例
に大きな可能性を感じた」というご意見をいただきまし
た。また、「実例（操作のデモ）を見たかった」という
ご提案がありましたので、今後の検討課題といたします。

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。

https://www.jacic.or.jp/
 （建設情報研究所　研究員　清水知子）

JACICソリューション報告会＜第1部＞開催報告
JACIC からのお知らせ

1.JACICのDXへの取り組み

2.JACICクラウド活用報告

3.防災に備えるJACICの対応
－防災ルームの新機能について－

4.建設分野における画像・映像情報の
利活用の促進に向けて

5.国土交通プラットフォームの取組について

（名）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

官公庁

社団・財団

設計
コンサルタンツ建設業

関連

その他

参加者の所属

https://www.jacic.or.jp/
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1．はじめに
buildingSMART International（以下、bSI）のバーチャ

ルサミットが2020年10月26日〜11月6日の10日間ウェビ
ナーで開催されました。サミット参加の国際土木委員会
事務局6名がサミットに参加して12月3日にJACIC内部で
報告会を行いましたので紹介します。

【参加目的】

・ インフラ分野の要素を含むIFC4.x〜IFC5の策定
に向けた、各プロジェクトの標準化動向を確認す
る。

・ bSIとリエゾンのISO（ISO19650等）やOGC 
（LandInfra/InfraGML）等の活動状況を確認する。

・ BIM最新技術や適用事例等の最新動向を確認する。
・海外のBIM関係者とのネットワークを構築する。

2．バーチャルサミット概要
buildingSMART Internationalは、 3次 元CADを 中 心

としたBIMソフトウェア間で相互にデータを運用するた
め交換標準の規格化を行う国際的な組織です。その中核
仕様のIFC（Industry Foundation Classes）は2013年3
月にISO16739の認証取得後、建築分野のIFCを土木分野
に拡張しInfraBIM（インフラBIM）として国際標準化
を進めています。

活動の一環として、サミットは年2回、世界25支部の
持ち回りで開催されます。今回のサミットは世界的なコ
ロナ禍の影響を受け、bSIによる遠隔会議での開催とな
りました。プレゼン104件、セッション数53（80時間以上）、
出席者835名の参加がありました。

3．全体会議、インフラ分科会の開催状況
開会式の後、全体会議で最高責任者のリチャード・ペ

トリ氏は、オープンデータ標準での情報の権利、データ
の相互運用性、openBIM（オープンBIM）の重要性等
を説明しbSI全体のロードマップを示しました。

bSIからは「bSIのデジタルツインの方針説明書」が提
示され、デジタルツインの歴史や事例、技術関連につい
て紹介されました。また、buildingSMART USAはNIB 
S（国立建築科学研究所）等のBIMの取組を継承して活
動を再開し、AASHTO（米国全州道路交通運輸行政官
協会）やDOT（運輸省）のプロジェクトを支援してい
ます。AASHTOは、2019年に道路及び橋梁の設計に
IFCを採用することを決議しています。

4．インフラルーム、展示ホール
ロードマップの説明があり、今後5年間の計画が示さ

れました（下図）。トンネルを除くIFC4.3の最終標準は
2021年7月に開発を完了予定であり、トンネルを含む
IFC4.3が2023年に開発され2024年にISO化する計画と
なっています。また、IFCをデジタルツインのプラット
フォームにすることを目標点にしています。

bSIインフラ分野のIFCの開発計画（5年間のマスタープ
ラン）

また、サミット展示場で提供されたトンネルの動画を
紹介しました。bSIメンバーのBEXEL社のデモです（下
図）。計画と実施工を比較してプロジェクトの 3Dに時
間軸を加えた4Dで工程進捗管理、さらにコスト軸を加
えた5Dで原価管理できるという動画です。

6Dに向けた、4Dと5Dのトンネルモデル（BEXEL社）

5．おわりに
新型コロナの渦中にあって、海外でBIM関係者との交

流を図ることが難しい状況ですがWeb会議の利用など
工夫してネットワークを構築したいと考えます。

次回は2020年3月15日〜26日、スイス支部担当のバー
チャルサミットとして開催予定です。

 （国際土木委員会　事務局員　宮本勝則）

buildingSMART バーチャルサミット2020 参加報告
―サミット参加、調査成果報告会―

JACIC からのお知らせ
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はじめに
コロナ禍、他地方と同様、中国地方でも今年度予定し

ていた、「中国建設技術フォーラム」、「中国地方ブロッ
クコアユーザ会議」、各種研修・セミナーなどについて
延期、または中止とされている状況です。

そんな中、いくつかのトピックをご紹介します。
中国地方整備局におかれては、令和2年度より「山陰
西部国道事務所」「中国道路メンテナンスセンター」を
開設されました。
「山陰道」は延長380 km、供用済み208 km、事業中

は88 km、鳥取県・島根県と進められていますが山口県
は供用済み20 km。島根県・山口県境以西の山陰道を一
層強力に推進するとして、吉田松陰先生の御膝元山口県
萩市に「山陰西部国道事務所」として開設されました。
また、令和2年11月には木与防災・俵山・長門道路の起
工式が開催されました。早期の全線供用が望まれるとこ
ろです。

事務所開所の様子（写真提供：中国地方整備局）
「中国メンテナンスセンター」は、今後急速に老朽化

する社会資本の対策を強化するため、橋梁等の健全性に
ついて診断を担当するほか、自治体とも連携し戦略的・
効果的なメンテナンスを推進するとして開設されました。

国・地方ともに厳しい財政状況の中、老朽化対策を如
何に計画的に点検・診断・補修していくのか大きな課題

であり、メンテナンスセンターの役割は大きく期待され
ています。

さて、中国地方センターではJACICの各種システム・
耳よりな情報をより多くの皆様に知っていただき、ご活
用いただけるよう活動しておりますが、ここで最近の主
な取り組みと今後の予定について紹介します。

■「島根県土木技術講習会ICTの活用」の開催
令和2年7月9日（木）島根県建設技術センターの主催

によるICT講習会が開催され135名（内訳は県市町村：
12名、建設業：55名、コンサル：73名）の方々が参加さ
れました。整備局よりi-Constructionの進捗状況説明を
はじめ、施工業者によるICT土工の取り組み・課題など
の紹介などがあり、熱心に聴講されました。JACICから
は影山主任研究員によるBIM/CIMの最新動向とICT活
用による新現場力の構築と題して講演しました。

今後も引き続きJACICとして講習会・セミナーなど積
極的に支援してまいります。

■「JACIC クラウド　ルーム機能」の活用
JACICにおいては、今年4月1日よりJACICクラウドの

運用を開始、6月1日からはルーム機能（平常ルーム、防
災ルーム）のサービスを開始しました。

中国地方においては、倉吉河川国道事務所において契
約をいただき運用されているところです。現在、コンサル・
施工業者との打ち合わせなど幅広く運用されています。

今後、ルームの一層の利活用を図るため、冬季のスタッ
ク対応についても検討していく予定です。

倉吉事務所ルーム活用状況の様子
 （中国地方センター長　堀江　豊）

中国地方センターの活動
地方便り

事務所開所の様子（写真提供：中国地方整備局）
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