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VRの技術が社会に浸透し、今後ますます進展すると
言われています。IT専門調査会社が発表した世界の
AR/VRの2022年までの市場予測は次のとおりです。

2017 年 2022 年
消費者 86.5 532.1
流通・サービス 18.4 717.3
金融 0.7 21.5
インフラ関連 2.3 96.1
製造・資源 19.2 385.1
公的セクター 13.2 334.8
合計 140.2 2,087.0

（単位：億ドル）
○�世界のAR/VRのハードウェア、ソフトウェアおよび
関連サービスを合計した支出額は、2017年の140億ド
ルから5年後には2,087億ドルに達する見通しである。
○�AR/VR関連支出の中では、一般消費者向けが最大の
分野としての立場を維持するとみられ、2022年の関連
支出規模は530億ドルに達すると予測される。それに
続くのが小売業、組立製造業、輸送・運輸業であり、
2022年でのこれら3分野の合計支出は560億ドルに達す
ると予測される。
○�5年間で、最も大きな伸びが期待されるユースケース
は、小売業での展示であり、それに研究・実験、映画
やテレビでのエンターテインメント用途が続く。その
他、今回から新たにユースケースとして加わったもの
としては、公共インフラのメンテナンスや高校までの
学校で用いる360度教育向け動画などがある。
� （IDC�Japan�株式会社�2018.6.19発表　より）

遠く離れた人と声をやりとりして会話する「電話」は、
ベルが米国特許商標庁で特許を取得してから約140年経
ちました。また、相手の顔を見ながら話せる「テレビ電
話」が日本で始めて大阪万博に登場してからも既にほぼ
半世紀経っています。
そして、SF映画の世界では、遠く離れた場所にいる
人が立体映像として目の前に現れ、会話をするといった
シーンがありましたが、これが現実世界のことになる時
代がすぐそこに来ているように思います。
そのようなことを実現するための主要な技術がVRと
言われる映像技術です。近年のICT（情報通信技術）の
発展やGPU（画像処理演算装置）などの画像処理能力
の飛躍的な向上によって、VRの実用可能性が高まって
きており、既に様々な分野で実際に使われ始めています。

VR（Virtual Reality ：仮想現実）
VRを日本語では「仮想現実」と呼んでいます。
“仮想”という訳語が適切であるかどうかは兎も角、
“Virtual”とは、
①（表面または名目上はそうではないが）
　事実上の、実質上の、実際（上）の
②虚像の（⇔�real）
� （「研究社�新英和中辞典」）　
となっています。つまり、“Virtual�Reality”は、“物理的”
な「現実」そのものではないが、実質的には「現実」と
変わらない“論理的”な「現実」ということになるでしょ
うか。
VR用のHMD（ヘッドマウントディスプレイ。ゴーグ
ルとも言う。）を装着すると、視界に立体的な映像が広
がり、顔の動きと映像が連動するために、あたかも自分
がその映像世界にいるかのような臨場感を味わうことが
できます。

さらに、体のいろいろな箇所にセンサーを付ければ、
自分の位置や動きを映像世界の中に取り込むことができ
るため、VR空間を歩き回ったり、ゲームの世界に飛び
込んでロールプレイを行ったりというような、“実体験”
が可能となります。
また、VR空間を見ている時にHMDに搭載したカメラ
で自分の手の動きを撮影し、リアルタイムにVR空間内
に合成することにより、VR空間内の物を自分の手で触っ
て操作することが出来るようになるなど、VR技術はさ
らに日々進化しています。

ニュースと解説
VR（Virtual Reality）の活用進む

VRアニメーション映画を体験する様子
（MoguraVR「小粋な物語演出に唸るディズニー初のVR
アニメ「Cycles」【SIGGRAPH2018】」2018.08.26  より）
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AR（Augmented Reality：拡張現実）
VRが“映像世界に没入”するものであるのに対して、
ARは、目に見えている実際の風景にコンピュータで作
られた映像を重ねて投影するもので、現実世界を拡張・
補完するという意味から拡張現実と呼ばれています。

大ブームで話題となった「ポケモンGO」はAR技術を
活用した例になります。このようなゲームの場合は、ス
マートフォンで撮影している景色にCGキャラクターを
重ねてゲームをするものですが、メガネ型のHMDを使
用するARの場合は、コンピュータ映像をメガネレンズ
中に映し出し、元々レンズを透過して見えている現実の
風景に重ねて見るものです。
経験の浅い技術者が施設の保守点検・修理作業を行う
場合、目の前の点検対象物に対して行うべき作業内容や
手順などの作業指示が視界中に表示されます。これに
よって新人は熟練者のノウハウを学びながら作業するこ
とができます。

MR（Mixd Reality ：複合現実）
AR/VRを更に発展させたものがMRです。HMDのカ
メラやセンサーによって得られた位置情報を用いて、目
の前の現実空間とVR空間を連携・融合させてMR空間
を構築し、そこで様々な体験ができるようになります。

また、同じMR空間を複数の人が同時に共有・体感する
こともできます。
ARでは、表示されているコンピュータ映像に近づい
たりアクションを起こすことはできませんが、MRでは、
回り込んで裏側から見たり、映像とのやり取りや操作を
行うことが可能です。音声アシスタント機能を備えれば
声での操作も可能です。
経験の浅い技術者は、今度は、遠隔地にいる熟練者を
現場にVirtualで参加させ、目の前の対象物に対して行う
べき作業の指示を熟練者から“直接”受けることができます。
建設現場では、設計された3次元データを元に、MR
空間上で“現場”に実物大の構造物を“構築”し、関係者が
一緒に景観を観察したり、構造物の内部を開けて見たり
することも可能になります。

建設分野において、VRやMRを関係者間のコミュニ
ケーションに活用する事例も現れてきています。現場作
業の形態が大きく変わる可能性があると言えるでしょう。
� （経営企画部長　木下　章）

ニュースと解説

国宝「風神雷神図屏風」の前で、屏風の絵が伝える概念
を風雨・雷などで体感。

（株式会社博報堂、「MRミュージアムin京都」hakuhodo-
VRAR  より）

上左：実際の室内の様子。
上右：HMD装着者に見えている同じ室内の様子。
下：MR空間内で同じ対象物を見ながら説明。

（キャノン株式会社、CANON VIDEO SQUARE 「MREAL
とは」  より）

JAL工場見学SKYMUSEUMの整備士体験コンテンツ：
VR映像に自分の手の実映像が合成され、VR映像中のコ
ンテンツを触って操作できる。

（ナーブ株式会社、「誰もが直感的に操作できる空間イ
ンターフェース技術を活用したMSSシステムを新開発」 
2018.7.8  より）

好みの椅子を“この部屋”に置いてみる。
（IKEA/YouTube  より）
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JACICでは、センター内の研究活動及びその成果につ

いて、建設分野の技術者の皆様に広くご報告し、情報化

の現状を知っていただくことを目的として、平成11年度

より「建設情報研究所研究発表会」を毎年実施しています。

また、平成10年度からJACICの事業目的に合致した、

建設分野における情報・システムを活用した調査研究に

対して助成を実施しています。この研究助成の成果を報

告する「研究助成事業成果報告会」を上記の研究発表会

とあわせて実施しています。

平成30年度は、以下のとおり開催する運びとなりまし

たので、ご案内いたします。多数のご参加をお待ちして

おります。

○日時：平成30年11月15日（木）10：00〜17：45

○会場：TKP赤坂駅カンファレンスセンター13階

�https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-akasaka/

○定員：170名

○�申込み：JACICホームページより参加申込みをお願い

します。

○継続教育CPDポイント対象プログラムです。

・土木学会（建設系CPD協議会）

・日本測量協会（測量系CPD協議会）

JACIC便り

第20回JACIC建設情報研究所研究発表会・ 
第16回JACIC研究助成事業成果報告会の開催案内

第20回 JACIC建設情報研究所研究発表会（10：00〜12：00　ホール13A）
� ※発表内容は変更の場合があります。

発表者 研究テーマ（仮題）

1 JACIC 理事
尾澤　卓思 JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略

2 建設情報研究所�首席研究員
竹内　実 社会基盤情報標準化委員会の検討状況について

3 研究開発部�主任研究員
影山　輝彰

3次元データの利活用について
─ダム管理CIMの検討を踏まえて─

4 建設情報研究所�主任研究員
宮本　勝則 BIM/CIM標準化の国際動向

5 建設情報研究所�首席研究員
菅原　謙二 コリンズ・テクリス新バージョン「CT8」の適用開始

6 システムエンジニアリング部　参事　
横山　善行 建設リサイクルクラウドの構築状況と今後の展開

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-akasaka/
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JACIC便り
第16回 JACIC研究助成事業成果報告会（13：00〜17：45　ホール13A）

� ※平成30年度に研究期間が終了した助成研究について、成果を報告していただきます。

発表者 研究テーマ

1 中央大学�理工学部　教授
樫山　和男 地域防災教育のためのVR技術に基づく水害疑似体験システムの構築

2 函館工業高等専門学校　准教授　
山﨑　俊夫

建設 ICTに長けた技術者育成に向かう教育改善のためのウェアラブル
デバイス等を活用した教材の開発

3 芝浦工業大学�工学部　教授
中村　広幸 VR災害映像データベースの構築と防災教育への応用

4 東京電機大学　研究推進社会連携
センター　教授　小林　亘 道路のための地理識別子と道路ジオコーダの開発

5 関西大学�総合情報学部　教授
田中　成典 3次元点群エディタによる形状測定技術に関する研究

6 芝浦工業大学�工学部　准教授
中川　雅史 デジカメ点群を主とした小規模構造物の 3D変状の取得と管理手法

7 関西大学�環境都市工学部　教授
安室�喜弘 構造物の 3次元データ化のためのドローン空撮の最適ルート計画

8 東北大学大学院　准教授
後藤　光亀

災害復旧工事時の Photog-CAD による空中・水中の歴史的土木構造物
および水辺環境モニター技術の開発

9 山口大学大学院　准教授
赤松　良久 UAVを用いた河川・湖沼・干潟における環境情報収集法の開発

10 CONCORE’S（株）　代表表取締役
中島　貴春 深層学習を用いた 2次元図面からの情報モデル構築に関する研究

11 日本大学�理工学部　教授
野村　卓史

Isogeometric�Analysis に基づいた 3次元 CADデータを直接扱う構造解
析法の構築

12 宮城大学�事業構想学部　教授
蒔苗　耕司 簡易型HMDを用いた道路設計支援システムの構築

13 大阪大学大学院
福士　直子 CIMにおける 3Dアノテーションの活用法の研究

14 （一社）�buildingSMART�Japan
上級主席技師　古屋　弘 i-Construction に関わる施工データのマネジメント技術の実用化

15 日本下水道事業団　主査
馬場　省伍

下水道施設の 3次元モデルを活用したデータマネジメント
─本格的なライフサイクルマネジメント導入に向けて─

16 東京都市大学�工学部　教授
皆川　勝

契約執行形態を考慮した社会基盤プロジェクトにおける CIM有効活用
に関する研究

17 長岡技術科学大学　講師
野中　尋史

GIS・Web マイニングを併用した道の駅データの整備と深層学習を利用
した道の駅の経営分析

18 名古屋工業大学大学院　教授
秀島　栄三 公共施設管理へのCIMの活用に関する研究

19 （一財）関西情報センター　スマート
インフラセンサ研究会　小泉　圭吾

構造物診断のための IoT 最先端通信技術（LPWA）導入に向けた調査
研究

終了後、18時よりJACIC意見交換会を予定しています。

� （建設情報研究所　研究員　清水知子）
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1．はじめに
国土交通省では、建設現場簿の生産性を2025年度まで
に2割向上を目指すため、平成29年（2019年）度から
BIM/CIMを導入しつつあります。
BIM/CIM導入においては、平成28年（2018年）度に
産官学の委員で構成する「CIM導入推進委員会」を組織
し、本推進委員会にて、建設プロセス全体への3次元デー
タ等の利活用の推進及び普及に関する目標や方針の検
討、ガイドラインをはじめとする基準類、ECI方式で発
注した事業への積極的な導入や受発注者育成、国内デー
タ交換等の方針決定が行われてきました。
本委員会は、今年度からBIMの国際的な進展状況を踏
まえるとともに、CIM導入後の3次元データの利活用に
よる生産性向上を検討するため「BIM/CIM推進委員会」
と改称されました。
今回は、去る9月3日に開催された第1回BIM/CIM推進
委員会での審議内容の概要を紹介します。

2．BIM/CIMに関する運営体制
BIM/CIMに関する具体的な施策の検討にあたっては、
WGを設置し相互に連携を図っています。今年度は、4
つのWGを再編成し建設生産システムの3次元データ活
用等による生産性向上の議論を加速化させることとして
います。

3．BIM/CIMフォローアップ体制
今年度からECI方式によるBIM/CIMの活用状況やリ
クワイヤメント等の様々な事例を各関係者で検証するた
めの「活用促進WG」を新たに設置されました。本WG
において検討された予定案件への助言や検討分析等を踏
まえ、「実施体制検討WG」においてリクワイヤメント
の設定方法等を検討し改善策を提案されることとなって
います。

また、BIM/CIM事業におけるフォローアップにあたっ
ては、過年度の成果品等を確実に蓄積し、施策の全体的
な分析のとりまとめを行うとともに、率先してBIM/
CIM活用に取り組む事務所において、そのノウハウを次
のプロジェクトを活用するため、「BIM/CIM活用モデル
事務所」の設置が検討されています。

4．おわりに
BIM/CIMの推進は、産官学が連携すること加速され
ていくと考えられます。JACICは、その推進を継続的に
支援してまいります。関係者の皆様方のご指導・ご鞭撻
が不可欠ですので宜しくお願い致します。

� （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMコーナー

BIM/CIMの動向（その32）
―第1回BIM/CIM推進委員会が開催されました―

写真　第1回BIM/CIM推進委員会開催状況

第1回BIM/CIM推進委員会資料（抜粋）

第1回BIM/CIM推進委員会資料（抜粋）

第1回BIM/CIM推進委員会資料（抜粋）
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地方便り

四国地方センター活動報告
四国地方センターは、四国4県を担当管内として、
JACICの各種システム等の普及促進活動を行っています。
前回報告（2018.1月号）以降の主な活動をご紹介します。

■建設副産物情報交換システム（COBRIS）
平成29年12月21日に「建設副産物対策四国地方連絡協
議会」が開催され、JACICからもオブザーバーとして参
加させていただきました。
協議会ではCREDASの平成30年3月31日廃止を受け
て、システム未加入者（四国4県など）にCOBRISの平
成30年度無料サービスについて、情報提供するとともに、
COBRISと�CREDASの違いや書類提出・確認のメリッ
トなどを説明しました。

8月末現在、四国管内では香川県を除く3県及び11市町
で、COBRISを導入していただいています。
■電子入札コアシステム
四国地方では、国の機関や四国4県、30市町村で運用
されており、市町村の導入率は31％と未だ低い状況です
が、平成30年度より新たに香川県広域水道企業局で導入
していただいています。
4月18日に電子入札コアシステムの脱Java対応に関す
る説明会を開催し、JavaPlug-inの廃止に伴う電子入札
コアシステムの現状及び今後の対応スケジュール等を特

別会員（四国4県等）に情報提供するとともに意見交換
を行いました。
また、6月12日には、「平成29年度四国地方ブロックコ
アユーザー会議」を高松市内で開催し、国、県、市から
13団体、18名が出席され、システムの運用状況、JRE8
サポート空白期間及び脱Javaに関する対応方針の見直
し案等について活発な意見交換をしていただきました。
■CIM勉強会
6月20日に、四国地方整備局CIM勉強会が開催され、
JACIC本部より2名の講師を派遣し、「CIMと建設生産シ
ステムのダイナミックス」、「CIMの動向と今後の展開に
ついて」講義の他、企業による3次元CADソフトのデモ
が行われました。
当日は、梅雨前線による降雨の影響により、急遽、一
部の事務所職員が受講できなくなりましたが、四国地方
整備局の河川情報管理官をはじめ、地整職員等、40名が
受講されました。

■建設フェア四国2018 in高松
10月19日（金）、20（土）の2日間、サンポート高松周
辺において、四国建設広報協議会主催の建設フェア四国
2018in高松が開催されます。四国の建設フェアは、隔年
で開催されており、今回は「建設産業及び社会資本整備
への一般理解への醸成」と「建設産業の魅力発信」の2
つのテーマを目的としています。
四国地方センターからも、CIM、建設副産物情報交換
システム、Photog-CADを中心としてJACICシステム全
般の紹介を行う予定です。
○�　JACICシステムの試用サービス、操作説明、講習会
の開催等のご要望がありましたら、お気軽に四国地方
センターまでお問い合わせ下さい。
� （四国地方センター長　鷲津隆廣）

建設副産物対策四国地方連絡協議会

電子入札コアシステムの脱Java対応に関する説明会

四国地整CIM勉強会
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