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■はじめに
JACIC news No.402（2022年11月号）でご案内しまし

た「JACICセミナー」をJACIC本部において11月18日に
開催いたしました。本年度は全面Webでのセミナー開
催となり、200名を超す方がWebで参加されました。

本稿では当日の様子についてご紹介します。

深澤理事長挨拶

■第1部　JACIC建設情報発表会
第1部 で は、「JACIC建 設 情 報 発 表 会 」 と 題 し て、

JACIC内の各部署における取組みなどについて、最近の
動向も交えてご紹介しました。

野田理事発表

■第2部　特別講演
国土交通省における、i-Construction・BIM/CIMの最

新の取組、将来に向けての展望と建設現場の立場からの
建設現場のDX化への取組について産官のお立場からご
講演いただきました。

「JACICセミナー」を開催しました
ニュースと解説

方について～社会基盤情報標準化委員会特別委
員会による提言』

　　建設情報研究所 副所長 明野 和彦
〇『発注者BIM/CIM研修について』
　　BIM/CIM普及・推進室 藤井 翔太
〇『オンライン電子納品本格運用について』
　　研究開発部首席研究員 佐藤 隆雄
〇『�今後の電子入札コアシステム及び入札情報サー

ビス（統合PPI）の取り組みについて』
　　システムエンジニアリング部
　　池田 亮太／後藤 浩佳
〇『JACIC土木積算基準データの提供について』
　　積算システムセンター 中村 拓也
〇『コリンズ・テクリスにおける最近の取り組み』
　　コリンズ・テクリスセンター長 辻 保人
〇『 副産物システムの最近の取り組みと今後の課

題』
　　建設副産物情報センター長 石川 浩

《　第2部の内容　》
〇『国土交通省におけるインフラ分野のDX』
　　国土交通省 大臣官房 技術調査課
　　建設生産性向上推進官 多田 直人

《　第1部の内容　》
〇『DX時代の新たなマネジメント』
　　理事 野田 勝
〇『JACICルームの概要と利活用状況』
　　ソリューション部門 計画監理部長 大澤 健治
〇『�ICTを活用した画像・映像情報の利活用のあり
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■第3部　第20回研究助成事業成果報告会
JACICでは、建設情報分野における学術の振興を目的

に、情報・システムを活用した調査研究を対象に助成事
業を実施しております。当日は、本年度終了する研究4
件の成果と、来年度までの研究2件の現在の状況について、
研究者の皆様からご報告いただきました。また、質疑応
答の時間では、参加者の皆様とも議論がなされました。

■おわりに
「JACICセミナー」の開催にあたっては、昨年度に引

き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮し、
Web開催としました。当日は200名を超す多数の皆様が
Webでご参加いただきましたこと、お礼申し上げます。

なお、当日の資料は、JACICホームページ（https://
www.jacic.or.jp）にて公開を予定しております。「JACIC
セミナー」が、建設分野の生産性向上やインフラDXの
推進について考える契機となるとともに、皆様の業務や
研究の一助としてもご活用いただければ幸いです。

 （経営企画部、建設情報研究所）

〇『5Gなどを活用した建設現場のDX化』
　　株式会社加藤組　取締役土木部長 原田 英司

ニュースと解説

《　第3部の内容　》
〇『�既存橋梁の２次元図面の意味解釈を通した３次

元CIMモデル自動生成手法の提案』
　　【２年間の研究】
　　東京大学大学院 工学系研究科
　　特任准教授　全 邦釘

〇『�人間中心設計的アプローチによるBIM/CIM人
材育成過程の設計と検証』【２年間の研究】

　　名古屋工業大学大学院 工学研究科 
　　教授 秀島 栄三

〇『�ドローン・機械学習・３次元構造解析・信頼性
理論の融合による劣化RC橋梁の健全度の自動
判定』【中間報告】

　　早稲田大学理工学術院 創造理工学部 
　　教授 秋山 充良

〇『�常時微動探査による地層区分を援用した城郭三
次元地盤図の構築』【中間報告】

　　香川大学 創造工学部 教授 山中 稔

〇『�建設DXのための建設技術者育成に関する研究』
【１年間の研究】

　　松江工業高等専門学校 環境・建設工学科
　　教授 大屋 誠

〇『�海岸の順応的管理に向けたハイブリッド地形
データの活用に関する研究』【１年間の研究】

　　三重大学 水産実験所 准教授 岡辺 拓巳

http://www.jacic.or.jp
http://www.jacic.or.jp
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JACIC からのお知らせ

JICAの活動に協力
〜 JICAベトナム国研修団　来訪 〜

JACICは国際協力機構JICAからの依頼により、令和4
年11月9日（水）ベトナム国からの研修生11名を受け入れ、
技術研修に協力しました。なお、JACICは、平成29年2月、
平成27年11月、平成25年10月、平成24年11月にもベトナ
ム国からの研修団を受け入れています。

1．研修の概要
本研修は、日本国におけるベトナム国に対するODA

の一環として、「国際協力機構（JICA）の技術協力プロ
ジェクト」として「公共建設工事における積算制度を改
善する能力の向上を目的とした技術協力プロジェクト」
として実施しています。令和4年11月8日〜22日までの15
日間、ベトナム国から研修員が来日し、日本国内の多く
の機関の協力を得て研修を受けるものです。本邦研修の
内容は、積算体系システム等を含む積算制度全般を対象
とした講義及び建設工事現場の視察を中心としておりま
す。JACICとしては、「積算データベースシステムにつ
いて」というテーマで依頼を受け、下記のプログラムで
実施しました。

講義の内容は、2人の講師が逐語通訳にて、講義を行い、
そののち質疑応答を行いました

〜プログラム〜
　1．JACIC野田理事の歓迎挨拶
　2．JACIC経営企画部　塚本次長事業概要説明
　3．講義　JACICの積算システムについて
 講師：積算システムセンター長　木下　章
 　　　　　　　　　　　　次長　平石　進
　4．質疑応答
　5．記念品贈呈、集合写真撮影

2．研修員の構成
来日した研修員はベトナム国建設省の職員でホ・ン

ゴック・ソン副局長を団長とした11名で、研修員の他、
同行者としてJICAの専門家である横山英樹氏とベトナ
ム語－日本語の通訳1名、JICAとの研修業務契約者㈱片
平エンジニアリング・インターナショナル（KEI）

業務担当3名の合計15名がJACICに来所しました。

3．質疑応答など
国交省関連の国交省土木積算システムと地方自治
体関連のJACIC土木積算システムについて講習いただ

き大変勉強になった。また、JACICで取り組んでいる事
業についても、紹介いただき参考になった。ベトナム国
でも、日本の積算システムに似たものがありますが、今
回の研修を通じて、ベトナム国に戻り勉強してまいりた
いと考えている。

集合写真

 （経営企画部／積算システムセンター）

研修の様子

団長挨拶
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■はじめに
中部地方センターでは、平成28年度より管内の賛助会

員の皆様と意見交換会を行っています。
今年度は、静岡県の賛助会員の皆様との意見交換会を

企 画 し、「i-Construction（ 以 下「i-Con」）、BIM/CIM
取組状況及び課題と対応」を主題に開催しましたので概
要を報告します。

■意見交換会の概要
コロナ禍に鑑み、出席者のマスク着用、検温の徹底、

席次の十分な間隔の確保、パーテーション設置、会場の
換気など対策に万全を期し、対面開催としました。
日　時：令和4年10月26日　11：30〜14：00
場　所：静岡県産業経済会館　3階　第一会議室
出席者：9社代表者及び随行者　15名
　　　　JACIC　理事、経営企画部長ほか5名

（1）JACICからの話題提供
理事よりJACICからの話題提供として「DX時代の新た

なマネジメント－BIM/CIM原則適用とその後の展開－」
と題して、国交省BIM/CIM推進委員会の最新の動きにつ
いて紹介し、イノベーションの在り様、そしてJACICルー
ムにおけるシステム連携やBIM/CIM活用について説明
しました。
（2）i-Con、BIM/CIM取組状況及び課題と対応

会員の皆様より提出いただいた「i-Con、BIM/CIM取
組状況及び課題と対応」について、順次ご発表していた
だき、その後、意見交換しました。
〇現状と問題点等（主なもの）
・ BIM/CIM活用を指定された工事において、ちゃんと

したデータの提示がないと進まない。
・働き方、短時間化という点は進んだ実感はある。
・�国交省のための特別対応というような状況であり、そ

の他多数の工事（自治体発注）まで展開されないとた
だのコストアップでしかない。
・�ICT施工全体の課題として、まだ発展途上の技術で欠

陥が多い割に機器やソフトの値段が非常に高い。
・�ICT施工に興味はあるが知識も資金も持ってない会社

に対して、コンサル的お手伝をしていきたい。

・�若手社員を中心に講習等へ参加してもらうが、現場を
持ちながらの取り組みは大変難しいと感じている。
・�働き方改革の面では大変重要であり、積極的に取り組

んでいく。
・�ソフトウェアを通して生産的にBIM/CIM対応できる

よう取り組んでいく。
・自治体含めた取り組みをしていただければと思う。
・ICTグレーダーの取り組みを模索中である。
〇JACICルームへの質問等
・最終的に利用されるのは国交省のスタッフだけか。
　 （→国交省事務所が導入したとするとアクセスできる

人を決めていただくので、例えば施工業者など必要に
応じて使っていただくことになります。）
・�国道、県道の除雪において、データを連携する必要が

あり、小規模事業者まで考えた対応が課題である。
・�ASPで指示協議等を行っているが、JACICルームでは

どう取り込んでいくのか。
　 （→JACICルーム専門画面にお使いのASPをURL等で

連携しておけば、その画面からワークフロー機能に
入っていけます。）
・�災害時は、発注所や管理所等が多岐に跨るので、JACIC

ルームをうまく活用いただき、必要に応じて事業所や
地域分けになどに使っていただけるとありがたい。

　 （→普段どう使うかを併せて考えないといけないので
持ち帰って検討したい。）

（3）その他
あらかじめ提出いただいた「JACICに対する意見・要

望等」は、発生土情報交換システム、コリンズ、クラウ
ドサービス、工事実績情報公開サービスの4項目5点あり
ました。これらについて、経営企画部長より回答させて
いただきました。

■おわりに
賛助会員の皆様におかれましては、ご多用のところ出

席いただきましてありがとうございました。いただいた
ご意見を踏まえまして、i-Con、BIM/CIM推進の支援に
尽力して参る所存です。

 （中部地方センター　澤頭）

賛助会員の皆様との意見交換会開催【報告】
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関東地方センターの活動
関東地方センターは、関東1都8県を担当管内として、

JACICが提供している各種システムなどの利用促進並び
にフォローアップ活動を行っています。

今回は関東地方センターの最近の主な活動について紹
介します。

■「C-Xross2022」への出展
「C-Xross2022 建設技術展2022関東」（主催：日刊建設

工業新聞社）は、令和4年11月16、17日に東京・東池袋
のサンシャインシティ展示ホールにて臨場及びオンライ
ンで開催され、JACICはクラウドの広報活動のブース展
示を行いました。

技術展全体では150を超える企業が出展し、新技術・
新工法の導入事例等の最新動向が発信され、また、土木
学会の「モリナガ・ヨウの土木展」等建設業の魅力を伝
える各種企画も併催され、2日間の総来場者数は約
11,000人で、盛況の内に終了することができました。

JACICブースでは、JACICクラウドを活用した新たな
マネジメントの提案を主に、JACICルームについてのパ
ネル展示、パンフレット配布、モニターによる動画展示
及びPCによる専門画面のデモンストレーションを行い
ました。

JACICの展示ブースの様子

特に、デモンストレーションでは来場者の皆様に専門
画面の活用事例を中心に、GISと連携した位置情報を含
む画像データの表示機能等を体験していただきました。

あらためてJACICブースにご来場いただき、ありがと
うございました。
■「電子入札コアシステム会議」の開催

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「関東地方ブロック
会議」を7月22日に都内で開催しました。

コロナウイルス感染拡大防止のため2年間対面での開
催を休止していましたが、3年ぶりに対面での開催とな
りました。

会議には地方自治体及び国の機関等が出席され、JACIC
からコアシステムの関連技術やサポート期間等の情報提
供並びに会員相互の意見交換が活発に行われました。

コアシステム会議の様子

引き続きコアシステムへのご意見、要望等をいただけ
れば幸いです。

 （関東地方センター長　金子　勝）

地方便り

デモンストレーションの様子
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