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１．�i-Constructionで言われている建設生産プロセス
全体の効率化とは何か。

　建設生産プロセスにICTを積極的に導入することに
よって建設生産プロセス全体の効率化を図るということ
はどういうことなのか考えます。
　ここでは「全体」という言葉が重要です。建設生産プ
ロセスは調査、計画、設計、積算、施工、維持管理の過
程として考えるとき、そのそれぞれの段階で個別に効率
化を図るだけでなくプロセス全体で効率化を図るという
ことです。具体的なイメージを電子納品を例にして考え
てみます。

２．電子納品を例にして考える
　図に示すように建設生産プロセスは調査・計画・設計
に続いて積算、そして施工にはいり、最後維持管理とな
ります。
　この過程で成果品が納品されます。電子納品が導入さ
れる前までは調査・計画・設計の段階では、その成果品
である報告書、図面、写真を紙ベースで納品し、その成
果をもとにした設計・積算も紙ベースで、さらに施工に
なってからも、図面、写真、議事録、検査結果など全て
紙ベースでの納品でした。
　これが紙ベースの納品でなく、それらの成果を全て電
子化した電子媒体で行う電子納品が、現在では直轄工事
の全てに義務付けられ、現在に至っています。電子納品
された成果は、各整備局にある電子納品保管管理システ
ムに格納されます。

３．�維持管理には維持管理用のデータベースが必要である。
　一方、電子納品保管管理システムに格納されたデータ
を維持管理のために活用するためには、電子納品保管管
理システムとは別に、維持管理用のデータベースが必要

です。その理由は二つあります。
　一つは、調査から施工にいたるデータ、つまり維持管
理に移行する直前までに蓄えられたデータのうち維持管
理に使用するデータは限られています。例えば、調達の
ときは部材の「個数」という情報は重要ですが、維持管
理に入ると当該部材の「存在場所」のほうが重要と考え
られます。また建築物について考えると設計・施工する
者と維持管理する者とは異なる場合がほとんどで、維持
管理する者はむしろ設計・施工については素人である場
合が多いと思われます。このため維持管理者が必要とす
るデータは建築物の運用に必要な情報で十分であるし、
むしろ建築物の機能を十分に発揮するために必要な情報
のほうが重要です。この意味から維持管理用データベー
スは「建物の取扱説明書」とも言えるものになります。
　もう一つの理由は、維持管理に入った施設を維持して
いくためには、その後の点検、改築、修繕、補修、監視
などの新たに得られる情報についての処理が必要です。
これらの情報を適切に処理できることが施設の管理に重
要な要素といえます。
　このように、維持管理用データベースは、それまでに
蓄積されてきた情報のうち、運用に入った施設を有効に
活用するための情報のみが必要であり、また管理後の新
たな情報を適切に処理できることが必要で、維持管理用
データベースの構築は重要です。

４．�建設生産プロセスにおいて３Ｄオブジェクトを活用
し、維持管理用のデータベースの中心に３Ｄオブ
ジェクトを考えると電子納品をオンラインリアルタ
イムで行うことができる。

　次に、3Dオブジェクトを建設生産プロセスに活用す
ることと、維持管理用のデータベースに3Dオブジェク
トを取り入れて維持管理用データベースを構築すること
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について考えます。
　３Ｄオブジェクトは電子データのままでしか利用でき
ません。つまりコンピュータのディスプレー上でしか機
能を発揮できません、。例えば一画面をプリントアウト
しても3Dオブジェクトとしての機能を期待することは
できません。つまり建設生産プロセスの過程において
3Dオブジェクトをその中心にすえて活用することは、
関連する電子情報をこの3Dオブジェクトと関連付けて
扱うことを意味します。
　ところで、われわれの日常業務で、原本が紙ベースの
情報であることはごくまれです。文書の作成は、Word、
一太郎、表の作成はExel，また図面の作成はCADなど
ほとんど全ての情報は、作成直後の原本は電子データそ
のものであり、たまたま業務の都合上プリントアウトし、
紙で使用している場合が多いと考えられます。
　3Dオブジェクトはそれ自体電子データとしてしか機
能しないものですから、これと他の電子データとの連携
はきわめて容易です。したがって、われわれが日常業務
の中で生成される文書、表、図面について、その原本で
ある電子データとの連携はきわめて容易といえます。し
かも電子データのみですからネットワークを活用しての
情報のやりとりも容易となります。
　このことをイメージすると3Dオブジェクトを建設生
産プロセスの中心に位置づけると全てが紙データを介さ
ない作業プロセスとなり、しかもそれがネットワークを
通じて広範囲に情報共有できることになります。、さら
にそのことはネットワーク上に分散している情報を仮想
的に集約もできるということです。
　図に戻ってください。維持管理用のデータベースが存
在したと仮定します。そこに現在ある電子納品保管管理
システムから維持管理に必要なデータを移行します。さ
らに維持管理用データベースは管理に入って後、新たに
収集されるデータについても適正に処理されるとしま
す。このとき維持管理用のデータベースの中に3Dオブ
ジェクトを位置づけることを考えます。
　一方、調査・計画・積算・施工の過程でも3Dオブジェ
クトが情報の中心に位置づけられ、関係する全ての情報
が電子データとして3Dオブジェクトに関連づけられる
ことをイメージしてください。
　3Dオブジェクトを有する維持管理用データベースに、
3Dオブジェクトを設計、施工の過程で情報集約の中心に
置いたときに、設計、施工の過程で発生する維持管理に
必要な情報を、そのつどリアルタイムで維持管理用データ
ベースに格納していくことがイメージできます。つまり調
査・設計・積算・施工において発生する情報をそのつど
管理者側で用意した維持管理用データベースに格納する
ことができます。いままで各作業が終了する段階で電子
媒体で納品していたものをオンラインリアルタイムで納品
が可能となります。これが実現すると、この図の破線で囲
まれた作業は不必要となる可能性があります。このことが
建設生産プロセスの全体効率化の一例であるといえます。

５．�このとき維持管理用のデータベースは施工の前から
用意するのが効率的。

　ところでオンラインリアルタイム納品を考えると維持
管理用のデータベースを竣工後に構築する必要はなく、

もっと上流の計画・設計段階から受け皿として用意して
おくことが考えられます。こうすることによって施設の
竣工と同時に施設の取扱説明書である維持管理用データ
ベースが完成し、スムーズな管理への移行がはかられま
す。このように建設生産プロセスの中に3Dオブジェク
トを位置づけ、施設の取扱説明書たる維持管理用ベータ
ベースを計画・設計段階から考えることにより、従来の
建設生産プロセスに対するイメージを大きく変えること
ができます。またそれが建設生産プロセス全体の見直し
につながるのではないかと思います。

６．�維持管理用のデータベースを用意できるのは計画、
設計者である

　ところで維持管理用データベースを考え構築するのは
誰かということです。
　大手の某建築設計事務所が、２、3年前に建物の運用
支援をする子会社を設立したことを聞きました。趣旨は、
建築の設計時に考えられる設計理念が生かされるべき
は、建物が使われだしてから、つまり運用に入ってから
であり、その運用、使用に際して設計理念が生かされて
いるのか、その他の機能が活用されているのかを知るこ
とは、建物の設計を考える上でも大事なことだというこ
とが一つです。またさらに大規模建築物の建設は今後そ
う大きく増加しないと思われ、これからは既存の建築物
の改良とか、機能変更の方が増えていくことが考えられ、
設計の仕事もそちらに重点がおかれることが予測されま
す。このことから建物の運用に設計者がかかわることが
必要であるとするのが理由のようです。
　翻って土木構造物について考えますと、計画・設計理
念が活用されるのは施設の維持管理時点であることに代
わりがありません。そういうことからするとむしろ建設生
産プロセスに於ける施工時というのは計画、設計、維持
管理の理念とは別の考え方ですすめられているのではな
いかと考えます。つまり施工においては効率よくコストを
抑えて短期間に竣工することが基本的な行動理念と思わ
れます。そこにあるのは設計理念とは異なるものです。
　従来は施工から維持管理への引渡し、情報の引渡しの
重要性を認識し、施工での情報が維持管理においても必
要な情報と漠然と考えていましたが、むしろ計画・設計
から維持管理への情報の引渡しのほうが意味があるので
はないかと思われます。
　また土木構造物においても、今後はまったく新しい工事
よりも既存の施設の改良、機能改善など維持管理の過程で
必要となる工事が増えていくことが考えられます。この意
味から構造物の取扱説明書である維持管理用データベー
スの構築は計画、設計に関係した計画者・設計者、つまり
施設管理者とそれを支援するコンサルタントの仕事です。

　これからは社会資本の維持管理の時代です。既存の社
会資本が十分に機能を発揮し、社会の期待にこたえるべ
く維持管理がされ、さらに適切な機能改善がおこなわれ
るためには、計画、設計をする立場にある施設管理者な
らびにそれを支援する建設コンサルタントの皆さんが、
施設の維持管理システムの構築・活用にもっと積極的に
参加されることを期待する次第です。

（一般財団法人日本建設情報総合センター　理事　坪香　伸）
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1．buildingSMART国際会議
buildingSMART International（以下、bSI）とは、3D-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、データ交換の標準仕様を開発している国際的な組
織です。その中核の仕様であるIFC（Industry Foundation 
Classes）は2013年3月21日に国際規格ISO 16739として認証
取得したことから、OpenINFRA（土木分野）での検討が
加速しました。

国際会議は17の支部の持ち回りで年2回の頻度で開催
されます。今回はスペイン支部の主催によりバルセロナ
において2017年4月3日から6日の日程で開催され、34の
国・地域から341名が参加しました。日本（bSJ）から
は国土交通省国総研や建築研究所を含む19名（JACICか
ら2名）が会議に出席しました。

JACICはbuildingSMART Japan（以下、bSJ）の土木
委員会のメンバーとして活動する中で、bSJの依頼を受
けて2014年のトロント国際会議から継続的に本会に参加
して国際標準化の動向を把握するとともに各国との情報
交換および情報の共有化を図っています。

2．会議の状況
会議ではRoomと呼ばれる7つの分科会に分かれて、そ

れぞれに課題を持ち寄って議論し決議を行います。今回、
各Roomの取り組み方の違いとプロジェクトとの関わり
について整理されました。

JACICはインフラ分科会（Infrastructure Room）を中
心にBuilding Room、Product Roomに出席しました。
◆ Infrastructure�ROOM（インフラ分科会）

インフラ分科会では現在、次図の８プロジェクト（赤
枠内）が進行しています。

プロジェクトは、次図のロードマップに従って建築分
野のIFC4に土木分野の線形・地形、鉄道・道路・橋梁・
トンネル等のIFC拡張スキーマの検討を行い、成果を追
加したIFC5の策定検討が進められます。

3．おわりに
bSIはこれまでに組織体制の継続的な強化、およびコ

ンプライアンスの徹底を図りながら迅速な意思決定シス
テムを確立してきました。MOU（覚書）の締結による
資源（in-kind）・資金の調達を行い、外部ノウハウ共有・
合意形成のためにISO、OGC、CEN（欧州標準化委員会）
と協調・連携することで、戦略的、かつ効率的なIFC仕
様の国際規格化を推し進めています。

本会議の主な決議として、前会議でのIFC Bridgeの
MOUに加えて、４つのプロジェクト①IFC Rail ②IFC 
Road ③Harbour & Port（港湾） ④Common Definitions 

（共通定義）についてMOUの署名が行われました。
次回は2017年10月にロンドンで開催され、2018年秋に

は東京でサミット開催が予定されています。
（システムエンジニアリング部　参事　宮本勝則）

buildingSMART の標準化活動について
―スペイン�バルセロナ国際会議2017参加報告―

参加者集合写真

利用者視点と技術視点からのRoomの取組
(C) buildingSMART

インフラ分科会のプロジェクト
(C) buildingSMART

IFC5策定に向けたロードマップ
(C) buildingSMART
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１．「i-Construction賞」について
「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。

前年までは、「ITマネジメント賞」として「ITを利用

して施工合理化等に役立てた内容の優秀な技術論文」を

表彰していましたが、国土交通省が、

○ 「ICT の全面的な活用（ICT 土工）」等の施策を建設

現場に導入することによって、建設生産システム全体

の生産性向上を図り、もって魅力ある建設現場を目指

す取組であるi-Construction（アイ・コンストラクション）

を全面的に推し進めることとなったことも踏まえて、表

彰名等を変更したものです。

なお、「i-Construction賞」を含む「土木施工管理技術

論文」の表彰論文は、国土交通省技監を委員長とする審

査委員会において審査、決定しています。

２．「i-Construction賞」受賞論文の概要
36編の応募論文から「i-Construction賞」として、新

潟県土木施工管理技士会所属、猪又建設株式会社 川上

康 弘 氏 の「 点 群 デ ー タ と ３ 次 元 モ デ ル の 応 用 で

i-Construction」が選ばれました。

本論文は、国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事

務所が発注した、一級河川姫川における災害復旧工事に

CIMを適用した内容です。本工事は凹凸を有する岩盤崩

落法面にもたれ式擁壁を施工する工事であったことか

ら、施工管理をするうえで最重要となる「構造物の完成

形を工事関係者で共有すること」等のために、測量結果

の点群データ処理、及びCIMの活用を行なっています。

これにより、

①　 モデルを提示した提案を行なうことにより、緊急を

要する災害復旧工事で、発注者と早期の合意形成が

でき、工期が短縮。

②　 点群データ利用による位置出し等、工事測量の迅速

化でスムーズな次工程への移行。

③　 現況地形と３次元モデルの合成により細部寸法が明

確となり、現地合わせでの型枠加工作業が減って現

場外作業が可能になったことによる効率化

等の現場の生産性向上が図られています、 

受賞された川上康弘氏からは「将来像は3Dモデルが調

査、設計、施工および維持管理の基本になり、各プロセ

スで国際規格に準拠されたシステムが使用されたらよ

い。フォーマットは統合

され情報共有と交換が容

易になり生産性が向上さ

れる。建設業が魅力ある

産業へと発展できればよ

いと思う」

とのコメ

ントが寄

せられて

います。

３．その他
「 土 木 施 工 管 理 技 術 論 文 」 へ の 応 募 の う ち、

「i-Construction」に関するものはまだ数少ない状況です。

今後の積極的な推進、応募が期待されます。
※ 詳細はJCM HPをご覧ください。次回の論文募集要項は９月に、

今回の論文等は11月に、それぞれアップされる予定と聞いてい
ます。
http://www.ejcm.or.jp/new_ronbun/ronbunhajime_01.html

 （建設情報研究所　首席研究員　宮川勇二）

｢i-Construction賞｣（第21回土木施工管理技術論文　表彰）

図　コンクリート打設工程打合せ

図　点群データと３次元モデルの合成
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「ＥＥ東北’17」への参加報告 
１．ＥＥ東北’17

6月7日、8日の2日間、「EE東北’17」が夢メッセみや
ぎにおいて開催されました。EE東北は、建設事業に係
わる新材料、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、地域社会の発展に寄与することを目的として
います。平成2年度から開催されており、今回が27回目
になります。

JACICではEE東北’17に参加するとともに後援しまし
たので、その概要を報告します。

２．開催状況
『広げよう新技術 つなげよう未来へ』をテーマに、①

設計・施工、②維持管理･予防保全、③建設副産物･リサ
イクル、④防災･安全、⑤その他共通の5技術分野に分か
れ、292の出展者による869技術の展示が行われました。
技術分野別では、②維持管理・予防保全が108者302技術
で最多の展示でした。

各出展者ブースでは各社の新技術についての説明・実
演が行われ、会場内では行政や企業のほか学校の関係者
も多く見学に訪れていました。4大学の7研究室による研
究内容の展示や、高校生が作成した橋梁模型作品の展示
もあり、産学官一体となった技術展でした。

また、展示だけではなく、新技術プレゼンテーション
が昨年度を上回る64技術について実施されたほか、今回
で3回目となるUAV（ドローン）による空撮・計測技術
を競う競技会も開催されました。

主催者の発表によると、来場者数は、2日間で過去最
多の延べ15,700人だったそうです。JACIC展示ブースへ
も多くの方々にご来場いただきました。

３．ＪＡＣＩＣの参加状況
JACICは、次の3つのシステムについて展示を行いま

した。パネル展示やパンフレット配布に加え、災害現場
の模型やパソコンを使ってシステムの操作・解説をする
など、分かり易く紹介するよう心がけました。
（1）「Photog-CAD」

　 災害復旧事業費の申請書類の作成を迅速に行うこと
ができるソフトウェア

（2）「CIM」
　 建設事業の調査設計、施工、維持管理の各段階で発

生する情報について、3Dデータモデルを介し連携

させ、建設生産システム全体の効率化を図るもの
（3）「建設副産物・建設発生土情報交換システム」

　 建設リサイクル推進のため、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

「建設副産物・建設発生土情報交換システム」につい
ては、会議棟大ホールで開催された新技術プレゼンテー
ションにも参加しました。

若手の技術者、学生、女性も含め、幅広い方々に展示
ブースにお立ち寄りいただき、JACICの展示・説明につ
いて、「CIMって何か知りたい」｢Photog-CADは便利そ
うだ｣「発生土の情報交換は必要」などの声を伺いました。

東北地方センターの職員と各システムの担当者で来場
者に応対しましたが、展示ブースで用意していたパンフ
レットがほとんど無くなるなど、多くの方々にJACICが
提供しているシステム等について関心を持っていただけ
る機会となりました。

 （建設副産物情報センター長　森　勝彦）

写真-1　 JACICの展示ブース

写真-2　説明状況
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平成29年度CIMチャレンジ研修
－CIMSoluthon®－（入門コース）を開催します
～あなたも3次元CADの世界を体験してみませんか．受講者を募集しています．～

１．CIMチャレンジ研修の概要
CIMの活用において必要なツールである３次元CAD

ソフトの操作演習とともに、３次元CADソフトを活用
した課題演習を実施します。特に、課題演習では、日常
業務、また現場を想定した課題に対し、３次元CADソ
フトを活用し解決する（チャレンジする）演習を平成28
年度に引き続き実施します。

本研修を通じて、３次元CADソフトの代表的な操作
や機能を理解するとともに、日常業務等の様々な場面に
おいて、３次元CADソフトをエンジニア活動の一環と
して高度に使いこなせる人材育成を目指しています。

２．3次元CAD初心者のあなたを待っています
平成28年度に行った研修では、参加者の約６割は３次

元CADの初心者でした。しかしながら、３日間の研修で、

ほとんどの人が３次元CADソフトの機能を良く理解で
きたと評価し、課題演習を一通りこなせるまでになりま
した。特に今回は、研修を受けようと思うと気になる「研
修の課題演習ってどんなことをするの？」、「３次元
CADソフトで何ができるの？」ということをあらかじ
め確認して受講申込みをしていただけるように、昨年度
の研修の演習課題を動画で提供しています。是非一度ご
覧頂いて、研修への参加を考えてみてはいかがでしょう
か。３次元CAD初心者のあなた、日頃利用しているソ
フトと違うソフトを試してみたいあなた、そういう皆さ
んの参加をお待ちしております。

３．入門コースの申込み概要
日程： 平成29年8月8日（火）～8月10日（木）
会場： 一般財団法人全国建設研修センター
　　　　〒187-8540　東京都小平市喜平町2-1-2
対�象者： 設計コンサルタント会社、建設会社、測量地

質会社、発注機関等に所属する土木技術者
受講コース、定員、受講料：表－１をご覧下さい。
CPD： 受講者には、以下のCPDポイントを証明します。

・土木学会CPDポイント：18.2ポイント（申請中）
・測量協会CPDポイント：18  ポイント（申請中）
修了証：全過程を受講された方には修了証を発行します。
申�込方法：JACICのホームページの受講者募集（http://

www.cals.jacic.or.jp/CIM/jinzai/h29_cimsoluthon_
index.html）内の「申込みフォーム」からお申し込み
下さい。また、各コースの紹介動画は、受講者募集内
の「受講コースの詳細」のコース名をクリックすると
ご覧頂けます。
申込締切：平成29年7月7日（金）17時

 受講決定者への連絡は、7月14日（金）を予定してい
ます。

（CIM教育PTリーダー　杉原　直樹）

CIMコーナー

コース名 定員 講師を担当する会社 使用ソフト 受講料

A：道路計画：
　立体交差設計
　（ボックスカルバート）

10 名 （株）フォーラムエイト
・Allplan
・UC-win/Road
・UC-1 Box カルバートの設計
・３D 配筋

47,000 円（税込み）

B：道路計画：
　ルート選定 10 名 川田テクノシステム（株） ・V-nasClair

・V-nasClair Kit シリーズ 58,000 円（税込み）

C：道路計画：
　ルート選定 10 名 応用技術（株） ・Autodesk InfraWorks

・AutoCAD Civil3D 74,000 円（税込み）

表－１　平成29年度CIMチャレンジ研修－CIMSoluthon ®－（入門コース）の受講コース、定員、受講料

36%

50%

12%

0%
2%

３次元CADソフトの機能の理解度

大変良く理解できた

良く理解できた

全ては理解できなかった

理解できなかった

無回答

38%

62%

平成28年度研修参加者における

３次元CAD経験者

（総数60名）

利用経験あり

利用経験なし
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東北地方センターはJACIC本部と共同で、平成28年11

月以降、表-1に示しますような活動をしています。ここ

では、実施済みの「平成28年度第2回CPD技術研修会」

及び「EE東北’17」についてと、今年度の活動予定のう

ち「RCCM資格試験受験準備講習会」に報告します。

活動記録・予定等については、東北地方センターホー

ムページ（次のURL）を閲覧ください。

http://www.jacic.or.jp/locality/touhoku/tohoku%20

1top.html

■平成28年度第2回CPD技術研修会に協力
◇平成28年11月1日（火）（一社）秋田県県土整備コン

サルタンツ協会主催で「CPD技術研修会」に、JACIC

から講師2名を派遣し、Photog－CADの講習を行いまし

た。

■EE東北’17に出展
◇ 平成29年6月7日（水）、8日（木）、夢メッセみやぎに

おいて開催されました「EE東北’17」に、①Photg－

CAD、②CIM、③建設副産物・発生土交換システム

を出展しました。JACICは、平成18年度のEE東北’06

から、11回目の出展です（東日本大震災で1回中止）。

写真-2は開会式、写真-3はJACICブースの様子を示し

たものです。

■RCCM資格試験受験準備講習会【仙台】の予定
◇ 平成29年7月27日（木）に、「仙台市中小企業活性化セ

ンター（旧仙台市情報・産業プラザ） AER 5階」にお

いて講習会を開催します。

受講受付は平成29年7月10日（月）　［郵送の場合7月10

日の消印有効］となっております。

また、詳しい受講申込方法は次のJACICホームページ

をご覧ください。

http://www.jacic.or.jp/RCCM/rccm2017.html

◆◆ 　皆様が講習会・研修会を企画した場合、表-1の中

段に示しますように、共催又は後援でCIM、Photog

－CAD等の講師を派遣しておりますので、ご希望

の方は、東北地方センターに、是非、お問い合せく

ださい。

 （東北地方センター長　葛西敏彦）

 E-mail:　tohoku@jacic.or.jp

東北地方センターの活動報告
地方便り

平成２８年度 分　類 ●実施済みの活動内容

2016年11月1日 Photog-CAD
●平成 28年度 第 2回ＣＰＤ技術研修会
　　主催：(一社)秋田県県土整備コンサルタンツ協会
　　場所：秋田キャッスルホテル

平成２９年度 分　類 ●実施済みの活動内容

2017年6月7
　　　　～8日

CIM,Photog-CAD,
建設副産物交換ｼｽﾃﾑ

●EE東北ʻ17（展示・説明）
　　主催：ＥＥ東北実行委員会
　　場所：夢メッセみやぎ

平成２9年度 分　類 ○実施予定の活動内容

2017年6月22日 Photog-CAD
○平成29年度　ICT技術（災害）研修
　　主催：秋田県建設部　　共催：JACIC
　　場所：秋田県総合教育センター

2017年6月29日 CIM,Photog-CAD

○平成２９年度　ＣＩＭ導入研修会
　　主催：(一社)東北測量設計協会　 後援：JACIC
  　 後援：(一社)建設コンサルタンツ協会東北支部
　　場所：宮城県建設産業会館

2017年7月4日 電子入札ｺｱｼｽﾃﾑ
○東北地方コアシステムブロック連絡会議
　　主催：東北地方コアシステム会議
　　場所：仙台市内　安全教育センター研修室

2017年7月27日 RCCM
○RCCM資格試験受験準備講習会
　　主催：JACIC　　　後援：国土交通省
　　場所：仙台市中小企業活性化センター(アエル５階)

2017年8月
　～2018年3月

JACIC
　ビデオセミナー

○「JACICビデオセミナー in　□□」
　　主催：JACIC他未定　　共催：未定
　　場所：未定

表－１　昨年11月以降の活動結果と今後の活動予定

写真-2　「EE東北’17」の開会式ブースの様子

写真-3　「EE東北’17」のJACICブースの様子

写真-1　「CPD技術研修会」の様子
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１．はじめに
国土交通省は平成27年11月、「i-Construction」に取り

組むことを表明し、平成28年を「生産性革命元年」と宣
言しました。建設産業では技能労働者の高齢化や離職に
よる労働力不足などを背景に、プロセス全体の最適化（効
率化）が必要不可欠となっています。

JACICでは、調査から維持管理までの建設生産プロセ
スを一体的に捕らえたICTの活用による新しい建設生産
システムのための、CIMの導入を積極的に支援すると共
に、建設情報システムサービスの開発・提供により生産
性の向上を推進してきたところです。

本ビデオセミナーについても、都市部や地方部を問わ
ず広く建設技術者を対象に、i-Constructionに関係する
情報などを共有し、技術力の向上と品質の確保を図り、
建設産業の生産性向上に向けて開催しているものです。
また、土木学会や測量協議会の認定を受けCPDも付与
しています。
２．開催状況

ビデオセミナーは、JACIC地方センターと開催地域の
地域づくり協会や建設業協会或いは土木施工管理技士会
などとが共同で開催しています。

現在までに次の５会場で開催しています。
○平成28年11月30日（水）�豊　岡　参加人数43名
○平成29年�3月� 1日（水）�和歌山　参加人数37名
○平成29年�5月18日（木）�富　山　参加人数69名
○平成29年�5月31日（水）�京　都　参加人数35名
○平成29年�6月14日（水）�輪　島　参加人数47名

３．セミナー内容について
ビデオセミナーの上映内容は、大学教授や国土交通省

職員及びJACIC職員による講演内容を上映しています。
今回は一例として富山で実施したビデオセミナーでのア
ンケートの結果を紹介します。上映内容は
講演1： CIM導入推進委員会と試行プロジェクトの概要

について（国土交通省職員）
講演2：�施工へのICTの活用について（国土交通省職員）
講演3：�CIMに期待するもの　技術者の復権
　　 －1.5倍の生産性（大学教授） です。

＜アンケート結果＞　数字は、回答数と割合

上記のとおりすべての講演において60%以上の参加者
が「有意義」だと感じ、また理解度についても、「わかる」
と答えた参加者が50％以上に達しており、今回の取り組
みは建設技術者にとって有意義なものであり、必要なも
のだと考えられます。

個別に見ると、参加者は地元の設計・測量・コンサル
タントや建設業に従事している人がほとんどであり、年
齢構成は40～50歳台が多いことがわかります。また実際
に現場に従事している参加者が多いこともあり「施工へ
のICTの活用」が有意義と感じていただいたようです。
また、「CIMに期待するもの 技術者の復権-1.5倍の生産
性」が非常にわかりやすく、有意義だと感じていただき
ました。
４．今後に向けて

アンケートの回答には、「CIMの見える化が良く理解
できた」、「CIMの必要性を社長に説明するのにとても参
考になった」などの意見をいただきました。一方では「音
声が聞き取りにくい」、「会場が狭い」、「その場で質問し
たい」などの意見もいただいており、これらを今後の反
省点として、JACICでは地方センターと共に、今後とも
ビデオセミナーを通じてi-Constructionの普及に取り組
むことを考えています。共同開催に関心のある団体は地
方センターに問い合わせをいただきたいと思います。

　（経営企画部　次長　高橋克和）

i-Construction普及に向けた「ビデオセミナー」の実施について
JACIC便り
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