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新年あけましておめでとうございます。

皆様には、日頃より当センターの事業に対し、深いご
理解とご支援を賜っており、厚く御礼申し上げます。

さて、昨年1年を簡単に振り返ってみます。
H28年度の公共事業関係予算は4年連続で前年度並み

に確保されました。公共事業関係予算の執行に当たって
は、景気後退気味にある経済情勢を踏まえ、過去に例を
見ない前倒し発注が国を中心に行われ、目標の「上半期
で80％」を上回る結果を出しています。

また、その実施に当たっては、近年の労働者不足の状
況に鑑み、建設現場の生産性の向上に向けて、ICTを全
面的に導入した施策であるi-Construction（アイ・コン
ストラクション）が打ち出されました。その初弾として、
土木分野でのICT土工について本格適用がスタートしま
した。

この施策のインフラとも言うべき、3次元モデルを活用し
た建設管理システム、いわゆるCIMですが、国は現在ま
で、約280件を上回るCIM試行事業を踏まえ、設計・施工
など各ステージにおける実施に向けた「CIM導入ガイド
ライン」をH28年度中には策定するとの宣言を出しました。

このような国の施策に呼応してJACICは、国が設置し
たCIM導入推進委員会などへの参加はもとより、北欧を
はじめ欧州諸国のBIM・CIM先進国を積極的に調査し、
最新動向の把握に努めました。また、H28年度内のCIM
導入ガイドライン策定を支援するため、CIMを国の建設
分野においてH28年から義務付けた英国に学ぶベく、英
国のガイドラインなどを研究して参りました。

これらの成果は、随時、セミナーやパネルディスカッ
ションの開催や、ホームページ掲載などで公開してきま
した。また、より多くの皆様に情報を提供するため、東
京で行われるセミナーなどを地方へ同時配信する試みも
行いました。

次に、JACICが運営管理しております工事・業務実績
情報システム（コリンズ・テクリス）に登録されたデー
タは600万件を超えておりますが、データ自身の建設統
計としての分析・活用のみならず、他のデータとの連携
による活用を検討してきました。その成果については、
結果が出次第随時公表して参ります。

さて、新しい年を迎えて、JACICが取り組むべき主な
課題について申し上げます。

先ず、先に申し上げたH28年度の最終四半期に残され

た業務に全力で取り組むことです。H28年度の補正予算
が待ったなしで執行されますので、これに適切に対応し
て参ります。
1）　CIMの定着・普及による建設分野の生産性向上　

建設生産性の向上の中心を担うCIMに関し、CIMの定
着・普及支援のため、国内外の活動の中心となってその
役割を引き続き担って参ります。国際機関等との連携、
国内関係機関との共同研究、発注者・受注者を対象にし
たCIMに関する教育・普及などに努めて参ります。具体
的な行動としては、CIMの国際標準化活動を先導してい
る国際組織buildingSMART Internationalの活動に関す
る情報収集や国内への情報発信、そして国内CIMへの反
映を図っていきます。
2）　市町村支援の充実

市町村が直面する様々な課題の解決に、JACICの持つ
ICTツールが少しでも貢献できるよう引き続き努めて参
ります。特に、発注業務や維持管理業務などに関して、
国が目指す施策の市町村への浸透拡大にお役に立ちたい
と考えています。
3）　コリンズ・テクリスの抜本的改良に着手

コリンズ・テクリスの顧客満足度の更なる向上を目指
し、本年は新システム構築の年であります。約1,200の
発注機関にご利用頂いているコリンズ・テクリスは、
「より使いやすいシステム」を目指し、登録企業・発注
機関からの要望等を踏まえ、機能や使いやすさの大幅な
改良を進めます。新システムによるサービスの平成30年
度開始に向け努力して参ります。
４）　運用システムの安全・安定管理

JACICが運営する、コリンズ・テクリス、積算システム、
電子入札システム、入札情報システム、建設副産物・発生
土システムなどのサービスを利用される皆様に、安定かつ
安全にご利用いただけるように、引き続き最善を尽くして参
ります。特に、セキュリティー確保は重要かつ不断に取
り組まなければならない課題であります。この分野の技
術は日々進化しているため、システムへの外部からの侵
入を完全に防ぎ、これで安心という恒常的な状況を作り
出すことは不可能です。このため、不断にICT技術の進
歩に目を向け、セキュリティーの充実を図って参ります。

以上、新年を迎えて所信を申し述べましたが、常に社
会のニーズを的確にとらえ、必要な情報・技術を持って
積極的に社会貢献をして参りますので、今年もJACICを
宜しくお願い致します。

新 年 の ご 挨 拶

理事長　門松　武
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JACICの平成28年1月～12月における重大ニュースは
以下の通りです。

1．�建設情報についての全国的な発信と意見を聞く事の
積極的な取り組み

平成28年は発表者と参加者が直接意見交換の出来るポ
スターセッションや地方開催を充実させたビデオセミ
ナー、賛助会員との意見交換会などの新たな取り組みを
実施しました。実施概要は以下の通りです。
①  JACIC設立30周年記念研究助成事業では、成果発表

と併せてポスターセッションを実施。
②  地方開催（郡山市、長岡市、豊岡市（近畿建設協会

と共催））を充実させたビデオセミナーの実施。
③  中部地方での賛助会員との意見交換会の実施。
 

兵庫県豊岡市でのビデオセミナーの状況

2．CIMの普及・推進
平成26年から継続してBIM/CIMに関する欧米の動向

について国際調査を実施してきました。またBIM/CIMの
国際標準化に関する情報収集を目的に、buildingSMART 
Internationalの国際会議に本年は2回（現在まで5回）職員
を派遣し、その内容を国内に発信しました。特に、BIM
の先進国である英国の「英国建設戦略」や「標準仕様書」
を日本語に翻訳し、その内容について報告会を開催しま
した。さらにこれまでの調査を通じて得られた知見と人
材交流を踏まえ、英国のBIM Task Groupの主席国際担
当をはじめ国内外の専門家を招聘し、BIM/CIMプロセ
ス標準化・義務化に関するパネルディスカッションを開
催するとともに、英国政府の先進技術部門を統括する機
関であるInnovate UKとBIM/CIMに関する情報交換に

ついての覚書を締結しました。
また、CIMの普及を目指した人材育成であるCIMチャ

レンジ研修CIMSoluthon®を地方も含めて3回開催しま
した。

3．国の施策への支援
JACICはi-Constructionの推進及び改正品確法の趣旨

を踏まえ、「適切な設計変更」に関する実施工事率、及
び「施工時期の平準化」に関する平準化率について、コ
リンズデータをもとにした全自治体ごとのデータを国土
交通省に提供しました。またテクリスでは、国土交通省
登録技術者資格対象業務において、調査及び設計等の品
質確保に向け選択可能な業務キーワードを追加しまし
た。さらに、顧客満足度の更なる向上を目指し、次期シ
ステムの開発に着手しました。

4．市町村支援の充実
予算の制約や技術職員の不足等の状況にある市町村を

支援すべく下記を実施しました。
①  ｢市町村のための建設情報広場｣ というFacebook

ページを開設し、市町村に有効な情報を発信。
②  電子入札コアシステムをバージョンアップ。現在の

コアシステム採用団体数は800団体（市区町村675な
ど）を超過。

③  地方開催（郡山市、長岡市、豊岡市（近畿建設協会
と共催））を充実させたビデオセミナーの実施。

5．国際会議へ参加し最新情報を収集
「土木建築コンピュータ利用国際会議（ICCCBE）」が

大阪で開催されました。JACICでは6編の論文発表を行
うとともに、各国で取組等情報収集を行いました。

6．�Photog-CAD��内閣官房の ｢国土強靭化�民間の取
組事例集｣ に掲載

JACICがパッケージソフトの形で販売している災害復
旧効率化支援システム「Photog-CAD」が、平成28年5月、
内閣官房国土強靭化推進室が取りまとめた「国土強靭化 
民間の取組事例集」に掲載されました。『危険な場所で
も測量できるデジカメを利用した3次元測量と復旧業務
支援』と紹介されています。　　　　　　

（経営企画部次長　髙橋克和）

JACIC平成28年重大ニュース
ニュースと解説
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1．報告会の目的と概要
JACICでは、平成10年度から情報技術を活用し建設マ

ネジメント技術の向上に資するような「建設分野の情報
化の企画・提案・標準化に関する研究」や「建設分野の
各種業務の情報化に関する研究」を行う研究者を対象と
して研究助成を行っています。

平成28年11月15日（火）、東京グランドホテルにおいて、
｢第14回研究助成事業成果報告会｣ を開催致しましたの
で、その概要を報告します。

本報告会には、関係者を含め142名の方々に参加を頂
き、平成28年度に研究を終了した18件の研究の内、17名
の研究者の方々に報告をして頂きました。

2．報告内容について
今回の報告して頂いた研究は、JACIC30周年記念事業

として実施したもので、特別枠の3件、記念枠の14件と
なっています。特別枠とは、〔指定課題〕の内、高度な
研究または早期に実用化が期待できる研究に対し、助成
額を増額した研究です。

特別枠の研究は、｢BIMを用いた文化財建造物の修繕･
利活用計画策定と維持管理に関する研究｣ ｢CIMに対応
するための地盤情報共有基盤ならびに三次元地盤データ
モデル標準の検討｣ ｢映像を活用した統合型データモデ
ルの研究｣ の3件です。

今年度は、CIM/BIMに関する研究や防災情報に関す
る研究の報告が多くあり、以下のスケジュールで行いま
した。

1．特別枠（3 件：発表時間 15 分）の報告と質疑応答
2．記念枠（14 件：発表時間 5 分）の報告と質疑応答
3．ポスターセッション会場での意見交換（約 1 時間）

写真-1　研究成果報告会の状況

今年度の新たな試みとして、17件の報告を対象にポス
ターセッションを行いました。別途設けたポスターセッ
ション会場において、報告者は、プレゼン終了後、ポス

ターセッション会場へ移動し、それぞれの研究について
研究内容の説明をして頂くとともに、参加者と活発な意
見交換を行って頂きました。

写真-2　ポスターセッション会場

3．今後に向けて
アンケート結果では、記念枠の発表時間について ｢短

い｣ との意見を多く寄せられている一方で、｢ポスター
セッションについては、｢継続｣ を希望する意見が多く
ありました。

研究内容については、約7割の方々に興味を持って頂
きましたが、｢具体的・現実的な成果が期待される研究｣
は約5割が ｢無し｣ と、｢発展性が期待される研究｣ は5
割以上が ｢無し｣ との厳しい回答を頂きました。

また、今後研究助成として重点的または新規に取り組
んでほしい研究テーマとしては、｢画像解析ディープラー
ニング｣ ｢防災教育、人材育成に必要な研究｣ ｢CIM, 
i-Constructionの研究｣ 等の意見が寄せられました。

アンケート結果からの上記の御意見や要望を踏まえ、
次年度の研究助成事業をより良くしていきたいと考えて
おります。

報告会の動画や各研究の報告書は、JACIC HPに掲載
しておりますので、ぜひご覧頂ければ幸いです。

また、2月号以降のJACICnewsでも、研究成果の概要
を一部紹介していく予定です。

　　　　（建設情報研究所　首席研究員　高橋忠）

｢第14回 研究助成事業成果報告会｣の開催報告
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1．発表会の目的と概要
「JACICの研究活動及び成果について広く皆様にご報

告し、建設分野の技術者の皆様に情報化の現状を知って

いただく」ことを目的にした「建設情報研究所研究発表

会」を11月15日（JACIC創立記念日）に開催しましたの

で、概要を報告します。

今回の発表会では、国土交通省で本格的に導入が進め

られているCIMの動向をはじめとして、JACICの各部署

の最新の研究と活動の中から選抜した4件の論文を発表

し、100名以上の方にご聴講いただきました。

2．発表内容について
発表内容及びアンケートによる回答結果は下図に示す

とおりです。

このうち最初の発表では、研究所長である理事の坪香

より、「JACIC研究活動」として、JACICの業務概要の

紹介、CIMをめぐる国内及び海外の状況の概要、JACIC

における主な研究活動について、報告いたしました。

 

続いて、「CIMに関する国際動向に関する報告」、「社

会基盤情報標準化委員会の検討状況」等の報告・発表を

行ないました。

発表後の質疑は、「CIMに関する国際動向に関する報

告」に対して「有意義な発表内容だが、諸外国ではCIM

を活用することに対するメリットを具体的にどのように

認識しているか」との質問があり、発表者からは個人的

な見解と前置きした上で、「可視化される等の定性的な

メリットの評価はよく聞くが、定量的な評価は行なわれ

ているものの評価方法には課題があるようなので研究し

ていきたい。」との回答がありました。

3．今後にむけて
アンケートにおいて「有意義であった」との評価もい

ただいてはいますが、「研究の発表とは趣が異なるので

はないか」とのご意見もありました。確かに現状の発表

会は、JACICの事業に関する報告会という傾向が強いこ

ともあり、研究発表会として今後実施する上では、研究

の目的（背景）、研究内容、その成果という形を明確に

していく必要があると考えています。

また、質問が上記に記載した1問しかなかったことか

ら、「情報化の現状を知っていただく」目的をさらに達

成していくため、今後は参加者の皆様から積極的なご質

問が発せられ、意義のある意見交換ができる発表内容を

考えていきたいと思っています。

発表会の模様（動画）、資料は、すでにJACICNETに

掲載済みですので、ぜひご覧いただければ幸いです。（HP

には資料のみ掲載）

（建設情報研究所　首席研究員　宮川勇二）

「第18回 建設情報研究所 研究発表会」を開催しました
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平成28年11月11日（金）に平成28年度全国自治体版標
準土木積算システム等担当者会議（以下「積算担当者会
議」という）が沖縄県南部合同庁舎において開催されま
したので報告します。

1．はじめに
積算担当者会議は、JACICが提供しているWeb版土

木積算システムを導入している地方公共団体等が、効率
的にシステムを維持・運用するために必要な情報の収集・
交換等を行うため、平成5年度より、毎年度1回 開催さ
れています。会議は2日間に亘って行われ、初日は、地
方公共団体等のみで会議を行い、2日目はJACIC・地方
公共団体等を交え、事前に送られている各要望事項につ
いてJACICより回答、またJACICからの情報提供を行い
ました。

本年度は、県・政令市・県建設技術センター等、12団
体が参加し、JACICも交えて、活発な意見交換が行われ
ました。

 

2．JACIC担当者会議の内容
①要望事項に対する回答

本年度は51件の要望事項があり、地方公共団体が改正
品確法に対応する為のシステム機能改良の要望、利便性
を高めるシステム改良要望、積算ミス防止の為の改良要
望等、多くのご意見がありました。なお、下記にJACIC
の回答と共に主な内容を纏めました。

改正品確法施行により地方公共団体では、予定価格積
算根拠の透明性や、適切な工期設定等が求められていま
す。その為、帳票等の改良、施工日数算出の為の機能追
加等についてご要望がありました。帳票の改良について
は、積算ミス防止においても重要である為、ユーザ全体
の意見を確認した上で標準対応を検討すること、また、
施工日数を算出する機能については、今年度国交省積算
システムにおいて導入された工期算定機能を参考に、
Web版土木積算システムの標準機能として来年度に提
供する予定であると、回答しています。

利便性を高める為のシステム改良については、設計書
検索・機能強化等がありました。

積算ミス防止の為の改良については、積算過程や結果
等を確認し易くする為の各帳票類の改良や、異なる画面
を同時表示する機能の改良などがありました。

なお、これらの改良要望については、全ユーザの意向
であるものや、JACICで必須機能と判断したものについ
て、優先度を考慮した上で標準機能として対応する旨回
答しました。
②JACICからの情報提供

CIMの動向や施工事例について、JACICから情報提供
を行いました。

内容は少子高齢化社会への適用・生産性、品質の向上
等を社会的背景としたCIMの必要性、ICT活用の為の
CIMの導入推進及び普及を行っていること等や導入計画
について説明しました。また実工事を事例として、CIM
を用いた場合、住民説明をわかりやすくできるようにな
ることや、複雑な工事環境でもシミュレーションを実施
することにより、安全かつ効率的な施工が可能となるこ
とを説明しました。

なお、会議終了後には、今回説明した資料を希望され
るユーザが早速あり、高い関心があることが分かりました。

3．おわりに
積算担当者会議では、地方公共団体が改正品確法に対

応する為のシステム改良、積算ミス防止や積算業務の効
率化について高い関心があることが分かりました。

このような貴重な意見を取り入れつつ、積算システム
をミスのない、使いやすいシステムにしていく必要があ
ると感じています。

今後も、積算システムの品質向上のため、全ユーザが
集まる積算担当者会議を貴重な意見交換の場にできれば
と思います。

（積算システムセンター　研究員　真崎大悟）

平成28年度全国自治体版標準土木積算システム等担当者会議開催報告
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JACIC便り

JACICは、JICAからの依頼により、平成28年11月17
日（木）にベトナムからの研修員15名の研修に協力しま
した。

1．研修の概要
本研修は、「国際協力機構（JICA）　ベトナム国　建

設事業における積算管理、契約管理及び品質・安全管理
能力向上プロジェクト　2016年度本邦研修」というもの
で、平成28年11月6日～11月19日までの14日間、ベトナ
ム社会主義共和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。研修の目的
は、日本の公共土木工事における法制度、具体的な運用・
実施状況を学ぶというもので、JACICは、昨年に引き続
き「公共事業発注に係る情報システム」というテーマで
依頼を受け、次のプログラムで研修を実施ました。

～プログラム～
1．開催の挨拶　JACIC 理事　青木敏隆
2．講義
　　1）JACIC の公共事業発注に係る情報システム
　　　　　講師：審議役　小出正則
　　2）コリンズ・テクリス
　　　　　講師：コリンズテクリスセンター長　杉原直樹
3．質疑応答
4．感謝の言葉　研修員団長　グエン・アン・トウアン氏

ニ人の講師による、各々15分と30分の講義ですが、逐
次通訳のため質疑応答と合わせて2時間30分のプログラ
ムでした。

2．研修員の特徴
来日した研修員は「ベトナム国建設省の建設工事品質

管理庁の副局長グエン氏を団長とした15名の団体で、ベ
トナム建設省の中から建設経済局、国際協力局、建設経
済研究所、建設・都市幹部育成センターなどからの代表
で構成されていました。研修員のほとんどは法律作りの
事務職で技術職は少ないということでした。

研修員15名の他、同行者としてJICAの専門家である
高田昇一氏とベトナム語－日本語の通訳1名の合計17名
がJACICに来場されました。

3．ベトナムにおける建設分野の情報化
ベトナムでは2005年にはオンラインによる電子入札が

運用されており、現在はコリンズ・テクリスに相当する
実績データベースの運用が、項目が少ないながらも始
まったとのことでした。質疑応答からの印象としては、
データの登録が法律で規定されるなど、ベトナムでは情
報化と法制度の整備が一体化しているようです。

JACICの講師

また、ベトナムでもBIMの導入検討がはじまってお
り、日本の土木分野におけるCIMについて、支援制度や
ガイドラインの整備状況に関する質問がありました。

4．おわりに
JACICはこれまでに2度ベトナムの研修員を受け入れ

ており今回で3度目となりました。年々研修員の人数も
増えてきて、日本の公共事業執行に対して高い関心を
持っている様子が伺えます。今後とも要請があれば、出
来る限りの協力をしていきたいと思います。

（関連記事：2016年1月号No.320 p5 、2013年12月号No.295 p6）

研修後の集合写真

　（国際グループ　横山善行）

JICAの活動に協力　～ベトナムからの研修員～

団長のグエン氏
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新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願
いします。

JACIC news No.324（2016/5）以降の主な活動報告です。

 賛助会員からの大きな期待
-賛助会員との意見交換会-

平成28年7月20日（木）、太陽生命名古屋第2ビル（中
部地方センター）において、賛助会員との意見交換会を
開催しました。

JACICから最新の建設情報等に関する情報提供を行
い、その後、建設情報等に関する意見交換、JACICに対
する意見・要望等をお聞きしました。大変短い時間でし
たが、活発で忌憚のない意見交換ができました。

この意見交換を
通して、JACICに
対する期待の大き
さを痛切に感じた
ところです。

今後は、岐阜県、
静岡県、三重県の
賛助会員とも意見
交換会を開催すべ
く、計画していき
ます。

 熱心に聴講する未来の土木技術者
-CIM講座の開講-
平成 28年 6月 14日

（火）、豊田高専（43人）
で、また、7月20日（水）、
名城大学（24人）で、
CIMの講義を行いま
した。

講義に出席した学
生は、講師の説明を
食い入るように聞か
れ、更に多くの質問も

あり、CIMの関心の深さがひしひしと伝わってきました。
今年度は、1月に名工大で開催する予定にしています。
また、来年度以降も多くの土木技術者を対象に講義を

開催すべく、計画していきます。

 「インフラ維持管理」に多数参加
-JACICセミナーin名古屋-

平成28年9月8日（木）、ウインクあいち（愛知県名古
屋市中村区名駅4丁目4-38）において、『インフラ維持管
理』をテーマに「JACICセミナー」を開催しました。

参加者は95名で、官公庁、社団・財団等、設計・コン
サルタント、建設業等と幅広い土木技術者等が熱心に聴
講されました。

参 加 者 か ら は、
「すぐ業務に活かし
たい」「現場での悩
みを聞かせてほし
い」「維持管理はま
だ 遠 い 存 在 だ 」

「『CIMチャレンジ
研修』を名古屋で
開催して欲しい」等
の多くのご意見を頂
きました。

ご意見は、今後
の業務に活かしてま
いります。

 JACIC業務を多くの来場者に説明
-「建設技術フェア2016 in中部」に出展-

平成28年10月20日（木）～21日（金）の2日間、吹上ホー
ル（名古屋市千種区吹上2-6-3）で開催された「建設技術
フェア2016 in中部」に出展しました。

この技術フェアの来場者数は、昨年より551人多い
14,432名が来場され、大変盛況でした。

JACIC中部地方センターは、『設計・施工』部門にブー
スを構え、CIM、Photog-CAD（災害復旧効率化支援シ
ステム）、建設副産物・建設発生土情報交換システム、
電子入札コアシステム等を展示・紹介しました。

CIMを説明するJACIC職員 Photog-CADをプレゼン

更に、プレゼンテーション会場にて、Photog-CADを、
多くの来場者に紹介しました。

来場者からは、JACICの取り組みに大変興味をもたれ、
多くの質問も頂き、説明に追われました。

次回も、積極的に展示・紹介して参ります。

JACIC中部地方センターの主な取り組みを紹介させて
頂きましたが、この他にも「中部ブロックコアシステム
ユーザー会議」の開催、「RCCM資格試験準備講習会」
の開催、コリンズ・テクリス利用促進に向けた発注者へ
の説明、コアシステム導入に向けての説明など、多くの
業務を展開してきました。

引き続き、建設業界の発展のためにJACIC中部地方セ
ンターは各種業務の展開を図って参ります。

（中部地方センター長　中川義治）

意見交換

講　義

セミナー

フェア

中部地方センター活動報告
地方便り

賛助会員との意見交換の様子
ご出席頂いた賛助会員の皆様（敬称略）
㈱加藤建設、伸和建設㈱、太啓建設㈱、

中部土木㈱、吉田建設㈱、㈱創建、
中日本建設コンサルタント㈱

豊田高専で講義する坪香理事

「国交省が進める次世代社会インフラ用
ロボットの導入推進～インフラ老朽化・
人口減少社会の一手～」を講義する国土
交通省総合政策局公共事業企画調整課の
中根施工企画係長
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1．はじめに�
平成28年10月16日から11月6日にかけて、欧州（フラ

ンス・フィンランド・イギリス）・米国におけるBIM/CIMへ
の取り組み状況等を調査しました。そのうち、平成28年
10月23日から30日にかけて行ったフィンランドとイギリ
スに関する調査について報告いたします（表-1、2）。

表-1　調査団名簿
氏名 所属

矢吹　信喜 大阪大学　教授
木下　誠也 日本大学　教授
小路　泰広 JACIC 研究開発部
影山　輝彰 JACIC 研究開発部
児玉　直樹 JACIC 研究開発部
宮本　勝則 JACIC システムエンジニアリング部
渡部　歩 JACIC コリンズ・テクリスセンター
藤澤　泰雄 （一社）Civil ユーザ会
福地　良彦 （一社）Civil ユーザ会
鈴木　泰之 （株）建設技術研究所

表-2　訪問先一覧
訪問国 訪問先

フィンランド フィンランド交通局

イギリス

BDP（民間企業）
Digital Construction Week（展示会）
UK BIM Task Group
Costain（民間企業）

2．調査結果の概要
今回の調査はこれまでに実施した調査内容を踏まえ、

BIMの先進国であるフィンランドにおけるBIMへの取り
組み状況と、イギリスにおける2016年春からの政府調達
事業へのBIM適用義務化にあたっての発注者側および受
注者側の対応状況について、情報収集を行うことを目的
としました。

（1）フィンランド
フィンランドでは、「全発注者の全プロジェクトで、

設計から維持管理までの全プロセスでBIMを活用する」
ことを目的として、パイロットプロジェクトが多数行わ
れています。BIMの活用・普及においては、パイロット
プロジェクトを民間主体で行うなど国からのトップダウ
ンではなく、業界団体が積極的に国に働きかける形での
活動が行われていることが紹介されました。これまでの
BIMの活用・普及活動で設計・施工段階での活用は進ん
でいますが、維持管理段階における活用はこれからであ
り、施工から維持管理段階へのデータの受け渡しやデー
タの保存・活用方法の仕組み作りが、今後の課題である

との話がありました。
（2）イギリス

2016年春からの政府調達事業へのBIM適用義務化を踏
まえた対応状況の調査として民間企業（BDP、Costain）
にヒアリングを行うとともに、建築・建設に関する展示
会（Digital Construction Week）に参加し、技術動向の
情報収集を行いました。

民間企業2社からは、コスト削減や二酸化炭素排出量
の削減が発注機関から求められており、それを実現する
ためにもBIMを活用して設計・施工の効率化を図ってい
るという話を聞きました。具体的なBIM活用のメリット
の事例として、7%のスタッフ増に対して24%の売上増
ができ生産性・利益率が向上した例や、3次元モデルを
活用することで2時間以上かかっていたミーティングが
30分で終わった例などが紹介されました。プロジェクト
規模におけるBIMの導入状況は、大規模プロジェクトで
はBIMの導入が進みつつありますが、中小企業が実施す
るような小規模プロジェクトでは、導入へのハードルが
まだ高い状況であるとのことです。

Digital Construction Weekでは、3次元データの計測
機器の他、プロジェクトの進捗管理やコスト管理、更に
維持管理段階でのBIM活用を目指したソフトウェアや
データ共有サービスが数多く展示されていました。

また調査の他に、ビジネス・エネルギー・産業戦略省
（BEIS）所属のBIM Task GroupとJACICの間でBIM/
CIMに関する情報交換を行うための覚書の締結に向けた
協議を行いました。この覚書はBIM/CIMに関する情報
交換をより深く行うことを目的とするもので、帰国後の
11月10日に締結しました。

写真　BIM Task GroupとJACIC

3．おわりに
BIMの先進国である2カ国の取り組み状況の調査結果

を活かし、JACICは今後も国土交通省と連携して、CIM
導入に向けた支援を行ってまいります。

（コリンズ・テクリスセンター　主事　渡部歩）

CIMコーナー
CIM海外調査報告（1）
～欧州（フィンランド・イギリス）調査～
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