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明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
理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年を振り返ってみますと、国においては、生産性革
命の深化の年として、これまでの取組みの具体化・強化
と新たなプロジェクトの追加を行っており、中でも
i-Constructionのプロジェクトでは、建設現場へのICT
の積極導入や規格の標準化、公共工事の施工時期の平準
化に加えて、建設生産プロセス全体での3次元データの
共有・有効活用の促進等の取り組みを積極的に進めてい
ます。
私どもJACICにおいても、国の施策を支援すべく、
BIM/CIMの導入推進策の一環として、受注者向け研修
に加えて、発注者向け研修を実施し、また各地方の技術
力向上に向けBIM/CIM活用セミナーや技術展示を行う
など、その普及推進に努めてまいりました。
また、従来から進めている情報システムサービスにつ
いても、昨年はコリンズ・テクリスのサービスを引き続
き確実に、また便利にご利用いただけるよう、数年に一
度の大規模なシステム刷新を行い、いよいよ本年1月7日
から新システムの稼働を開始します。
さて、昨今の建設分野では、熟練技術者の高齢化や若
年労働者の減少による担い手不足が顕在化し、現場の技
術力、課題解決力（現場力）が低下しつつあります。
そこで、昨年私どもはi-Construction施策を支援する
ものとして、「JACIC̒ i-Con チ̓ャレンジ戦略」を策定し、
その中で「JACICクラウド」と「現場まるごとi-Con化」
の二本柱を通じて、現場力を飛躍的に向上させるための
取り組みを進めてまいりました。
1つ目の柱である「JACICクラウド」は、建設生産プ
ロセス全体における情報共有基盤となるもので、現在、
その構築に向け取り組んでいます。JACICクラウドは、
以下の3つの機能を備えています。
①�業務管理基盤（プラットフォームA）として、契約、
発注からオンライン電子納品までの一連の業務プロ

セスのための基盤
②�事業管理基盤（プラットフォームB）として、個々
の事業における、測量・調査、設計、施工、維持管
理の一連の建設プロセスのための基盤（このプロセ
スの段階毎に①の業務プロセスがあり、プラット
フォームAとBは二層構造になる）
③�社会情報基盤（プラットフォームC）として、まち
をまるごとデジタル化して各種シミュレーションを
行うなど、災害対策や都市計画などの社会資本整備
のための基盤
戦略の2つ目の柱である「現場まるごとi-Con化」は、

建設現場で新たな計測技術やIoT、AI、VR/MRなどの情
報技術を活用することにより、現場作業、会議や説明会
等の実施、各種事務手続き、災害時の対応などの現場に
おける様々な作業内容やプロセスを改善することです。
その結果、仕事の仕方が従来とは大きく変わり、建設
現場のパラダイムシフトが実現するでしょう。
今年は天皇陛下が生前退位をされ、平成から新しい元
号へと変わり、新時代を迎えます。
今年のJACICは、̒ i-Con チ̓ャレンジ戦略の具体化と
して、来年の運用開始に向けたJACICクラウドの構築・
試行や、現場まるごとi-Con化の具体事例の構築・展開
に取り組みます。
また、新コリンズ・テクリス・サービスの適切な運用、
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、従来からの情報
サービスについても、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るとともに、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。
新時代を迎えるにあたり、情報技術の一層の活用を通
じて現場のあり方を大きく変革することにより、新現場
力の構築・展開を進めるべく、私たちも新しい物事に果
敢に取組んでいき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。
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1．はじめに
JACICは、i-Construction（以下i-Conという）の推進
を支援しており、BIM/CIMの推進のための環境整備に
力を入れています。ICTの活用による3Dモデルやデー
タの利活用等を推進し、低下してきたと言われる現場力
を向上させるとともに技術者の育成できる環境を創出し
ていきます。このため、2018年5月に「JACIC̒ i-Con チ̓ャ
レンジ戦略」（以下チャレンジ戦略という）を発表し、
基本的な考え方や活動方針を示しました。さらに10月、
11月に改定し、JACICクラウド等の目指す方向を具体的
に示してきました。
前号では、JACICクラウド等の3Dモデルやデータ等
の利活用環境整備について紹介しました。本稿では、新
しいICTを活用した新たな現場力（新現場力）の提案及
び今後の展開としてDigital�Twinの導入について紹介
し、作業の高度化や生産性向上の意義を明確にして、今
後の目指す方向を示唆していきます。

2．新現場力の構築
現場※1において、熟練技術者の高齢化や減少、若年労
働者の減少による担い手不足などにより、現場力※2が低
下してきています。建設生産性革命の実現には、こうし
た現場の課題を克服し、現場力を回復するとともに、さ
らに向上する必要があります。
このため、近年目覚ましい発達を遂げたICTを活用し
ます。これにより早い段階から干渉チェックやデジタル
モックアップなどを活用してミスを減らし、関係者間に

おける3Dモデル、仮想現実、高度化された計測データ
等の共有や意思疎通の即時性を確保するとともに、AI
技術等により分析能力を著しく高め、活用できるデータ
の蓄積を可能にします。これが低下してきた現場力を補
完、回復し、さらに飛躍的に向上させて現場作業のあり
方を大きく変化（パラダイムシフト）させる新現場力※3

です。新現場力は、現場において早期、円滑に、質量と
もに向上したデータのもと、これまで未解決の課題を含
め課題の解決を可能にすることから、働き方改革を進め、
新たな現場経験により現場技術者の技術力の向上、人材
育成につなげることができます。
JACICでは業務の柱である建設情報の提供という観点
から、既存のみならず新たなサービスの提供を通じて新
現場力を構築し、利用者のニーズに的確に応えていくと
いうことを目標にチャレンジ戦略を進めます。

3．今後の展開　“Digital Twin”
これまでの設計（作図）に関する技術の変遷を概略見
てみると図-1のような展開をしています。設計、施工に
使用する図面は、手書きから2DCADによる製図となり、
技術の進歩とともに3DCADが登場して仮想空間内に物
体を組み立てるという大きな変革をもたらしました。
2Dでは図面から3Dの物体を頭の中で組み立てるという

i-Constructionの推進は新現場力で
－JACIC̒ i-Con チ̓ャレンジ戦略－

ニュースと解説

※1　建設作業の現場のみならず測量、調査から維持管理までの現場
※2　現場における人、技術、システムが有する課題解決能力
※3　�これまでの現場における人、技術、システムが有する能力が

技術革新により向上し、新たに構築された課題解決能力

図-1　今後の展開（目標）
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流れですが、3Dでは仮想空間内に直接物体を組み立て、
適宜2Dの図面が作れるという流れとなり、全くプロセ
スが異なっています。皆さんの頭の切り替えが必要です。
元来2Dでは、複雑な物体は、3Dの模型を作り、そこか
ら図面を作成していました。3Dでは、これを仮想空間
内で行うことになり、実はアプローチとして大きく変
わったわけではないのです。3DCADは、仮想空間内に
設計した物体（設計物）を作り、複雑な構造設計や干渉
チェックなどこれまで図面で困難であったことを可能に
しています。さらに、仮想空間内の設計物は、モックアッ
プやシミュレーションを行うことができ、仮想実体とし
て様々な局面を検討できます。設計、施工のみならず維
持管理を考える上で役に立ちます。
そして次の展開として、3DCADによる3Dモデルと点
群データなどの3Dデータや映像、写真などのデータが
統合され、仮想空間の仮想実体と実空間の実物が双子の
実体として捉えられるDigital�Twinの時代を迎えます。
仮想空間と実空間は、図-2に示すようにサイバーフィジ
カルシステムを形成します。実区間でIoTや様々なセン
サーで取集した情報は、仮想空間のクラウドで蓄積され、
データは仮想空間内のAI技術やシミュレーション等に
より分析及び見える化されて、実空間のオペレーション
や施設・設備等の様々なマネジメント、環境管理等に活
かされます。これらがサイクルとなり、サイバーフィジ
カルシステムを形成します。また、災害等の局面では、
実空間で収集した情報をリアルタイムで仮想空間に送り
（図-2のオレンジの矢印）、VR等の技術による見える化
やシミュレーション等による分析を行い、即座に実運用
に役立てます。

この時に仮想空間にこれまで蓄積してきたデータも役立
ちます。このプロセスは製造分野ではなく、土木分野の
特徴です。
Digital�Twinの観点は、様々な構造物や設備等のマネ

ジメントがあるダム管理などに適しており、現在建設段
階で3Dモデルを使用しているダムにおいて管理段階に移
行するまでにDigital�Twinを導入して検証してみるのが
良いと思われます。JACICでは、ダム管理について3D
モデルやデータ等の活用を進められるように勉強してい
るところです。一例としてダムを挙げましたが、他の構
造物管理や統合モデルによる広域管理にも使えます。
JACICクラウドの社会情報基盤（プラットフォームC）
で提案している3Dサイバーシティは、Digital�Twinを導
入しインフラプラットフォームとして仮想空間にまちを
構築して、シミュレーション等により行政の様々な課題
解決を図るものです。

4．おわりに
JACICでは、チャレンジ戦略で示したように新現場力
をJACICクラウドと現場まるごとi-Con化の二本柱で実
現し、i-Constructionの推進を支援します。
特に、維持管理が重要となる時代を迎え、3Dモデル
やデータの活用としてDigital�Twinの観点を導入し、新
たなマネジメントを模索していきます。
新現場力を実現し、新しい技術による経験が技術者を
育てるという環境を創出していきたいと思います。
� （理事　尾澤卓思）

ニュースと解説

図-2　サイバーフィジカルシステム（CPS）
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平成30年のJACICにおける主な出来事です。
1．「JACIC̒ i-Con チ̓ャレンジ戦略」を発表
i-Construction（以下̒ i-Con と̓いう。）の本格的な
推進に向け始動
1-1�　「JACICクラウドの構築」と「現場まるごと
i-Con化」
JACICでは、i-Conの本格的な推進を支援するため、5
月1日に「JACIC̒ i-Con チ̓ャレンジ戦略」（以下チャレ
ンジ戦略という）を発表しました。チャレンジ戦略では、
「JACICクラウドの構築」と「現場まるごとi-Con化」の
二本柱を実現し、国土交通省の目指す3次元データの利
活用のためのプラットフォームの構築及びICTを活用
し、現場での仕事のやり方を大きく変化させることを提
案したものです。
さらに、10月15日、11月1日にチャレンジ戦略の更新
を行い、̒ 新現場力ʼの提案、JACICクラウドのプラッ
トフォームの具体化及び今後のスケジュール等を盛り込
み、11月15日のJACIC建設情報研究所の研究発表会では、
「Digital�Twin」の考え方を発表しました。（参照：
http://www.jacic.or.jp）
1-2　発注者向けBIM/CIM研修の開講
上記建設情報研究所の研究発表会では、3Dデータや
モデルの関係者間の共有を円滑に進め、業務への利活用
を真に推進するためには、利活用のための環境整備が必
要であることを述べています。利活用の環境整備とは、
ルール（方法）、プラットフォーム（場所）、スキル（人）
の3要素です。この内のスキルの習得を目指し、発注者
に必要な基礎知識と基本操作を習得する実践BIM/CIM
研修を、12月19日から3日間（一財）全国建設研修センター
において開講しました。

2．コリンズ・テクリスをリニュ－アル
工事・業務実績情報システム（コリンズ・テクリス）
の検索利用機関は年々増加し、平成30年3月末でコリン
ズが987機関（H29.3より＋18機関）、テクリスが742機関
（H29.3より＋37機関）となっています。
このたび、システムのリプレースにあわせて、利用者
の利便性向上（実績データの検索機能の強化、申込書提
出のオンライン化、実績データ入力項目数の充実など）
を図った新バージョンを開発し、平成31年1月7日に運用

開始します。
また、建設現場の生産性向上を図るため、国土交通省
を中心に公共工事の施工時期の平準化の取り組みが進め
られており、平準化の取り組みを進める上での一つの指
標として国の機関や地方自治体など2,039機関のデータ
を国土交通省へ提供しました。

3．電子入札コアシステムのPC端末の“Java”対応
国や地方公共団体の電子入札システムを利用するため
に発注者、応札者のPC端末にはオラクル社が提供する
Java実行環境（JRE）がインストールされています。こ
のJREの無償サポートは平成31年1月末で終了します。
JACICでは引き続きサポートされた「電子入札専用
JRE8」を提供できるよう、4月以降に説明会及び地方ブ
ロック会議を全国9箇所で計18回開催し、利用団体の合
意のもと対応方針を決定しました。平成31年1月下旬に
応札者専用ダウンロードページを開設して期間限定の
「電子入札専用JRE8」を配布する準備を進めています。
また、PC端末に対しJREに替わる新たな方式による「電
子入札補助アプリ」の開発を並行して進めています。

4．建設生産システムの効率化のためのシステム普及拡大
JACICはコリンズ・テクリスを始めとし、積算システ
ム、入札情報サービス、電子入札コアシステム、建設副
産物情報サービスを運営し、これらシステムの普及を
図っています。中でも建設副産物情報交換システム
（COBRIS）は、国土交通省のCREDAS廃止、センサス
実施に合わせて、今年度無料利用サービスを実施したと
ころ、11月で全体約3.6万件（無料利用サービス約2万件）
の加入件数となり、地方自治体工事の利用が大幅に拡大
しました。

5．新理事長、理事就任
6月22日、深澤理事長と尾澤理事が就任し、新たな体
制がスタートしました。
この体制の下、今年もJACICは、建設技術の向上、建
設事業の効率化に向け「チャレンジ」していきたいと考
えています。� （経営企画部次長　髙橋　克和）

JACIC便り

平成30年　JACICにおける主な出来事

http://www.jacic.or.jp
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JACICnews�No.353（2018.10月号）にて開催をご案内
しました「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」を、11月15日に
TKP赤坂駅カンファレンスセンターにおいて、約180名
の方々にご参加いただき、開催いたしました。
建設情報研究所研究発表会では、6題の研究について
発表しました。今月号では研究発表会について、アンケー
ト結果を中心にご報告します。

アンケート結果の概要
アンケートにご回答いただいた94名の方の所属、及び
研究発表会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、多方面の業種から発表会へのご参加
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、各発表内容の「有意義さ」に関する設問で、「お
おいに有意義」または「少し有意義」と回答された方の
人数を比較した結果（下図）では、「BIM/CIMを推進す
るJACICの取組」が最も有意義と評価され、次に「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〜」、「コリンズ・テクリスのリニューアル」、「社会
基盤情報標準化委員会の検討状況について」の順に高い
評価を得ています。

次年度に向けて
今回の研究発表はJACICが種々取り組んでいる内容を
広く発表しましたが「JACICクラウドについてもっと詳
しく聞きたい」、「総花的な解説ではなく、個々の具体的
な方向性を知りたい」というご意見をいただきました。
また、「発表時間が短い」「パワーポイントの字が小さく、
見えづらい」というご指摘もありましたので、今後の課
題として改善に取組みたいと思います。
また、JACICの取組みにつきましては、各種セミナー
等、今後も機会をとらえて皆様にお伝えしていきたいと
考えております。
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。
http://www.jacic.or.jp/
� （建設情報研究所　研究員　清水知子）

JACIC便り

第20回JACIC建設情報研究所研究発表会の開催報告
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BIM/CIMコーナー

BIM/CIMの動向（その35）
―スウェーデンにおけるアセットマネジメントとBIM活用―

1．はじめに
本紙2018年12月号でスウェーデンのBIMの推進状況等
の調査概要について紹介しました。今回は、スウェーデ
ンにおけるアセットマネジメントとBIM活用について概
要を紹介します。
2．アセットマネジメント
スウェーデンの非営利団体BIM�Alliance�Swedenは、

アセットマネジメントにおけるBIM活用において重要な
ことは「早い段階から情報を伝達していくこと」である
としています。
また、同団体では、国が費用の50％を負担する12年間
のプロジェクトSmart�Built�environmentを実施してお
り、本プロジェクトにおいて、建設分野の構造物に各種
情報が無いという問題が提起されました。

図-１　Smart Built Environment

（1）ASSET�Information
アセットマネジメントにおいては、クライアントが必
要とする情報と設計段階で必要とする情報の共有が重要

としています。そのため、Common�languageが必要と
なります。
また、設計者、施工者のみならず、部材の製造者との
Common�languageも必要です。
設計フェーズでは、細かな情報は必要なく一般的な情
報で十分ですが、その後詳細な部材の情報が部材製造業
者から提供されます。
クライアント側では「CoClass」という分類標準があ
り、製造業の中にも「GS1」「GTIN」といった標準コー
ド体系があるため、これらを相互に関連付けることが必
要となります。そのためにデータベースシステムを開発
して、それぞれの情報を扱うことが可能としています。
また、情報を絶えずアップデートする必要があること
から「CDE」の考え方で運用しています（図-2参照）。
（2）CDEの活用イメージ
プロジェクトの設計・施工段階では、様々なBIMソフ
トからの様々な情報がCDEに蓄えられます。施工段階
では、製品情報がCDEに追加されますが、必ずしも
BIMのソフトウェアから入力する必要はありません（図
-3の●部分）。
竣工段階では、Asset� information�Managementの情

報としてCDEの中に蓄えられ、運用、維持管理が行わ
れます。
維持管理・運用の業務は、CAFM（Computer�Aided�
Facilities�Management�System）であるIWMS（コン
ピュータによる維持管理システム）を用いて、CDEか
ら引き継がれた情報を活用して実施されています。

� （研究開発部　次長　徳重政志）

図-2　Asset informationの管理の考え方 図-3　CDEの活用イメージ
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新年　明けましておめでとうございます。
東北地方センターは、東北6県を担当管内として、
JACICが提供している公共調達等のためのシステムの
普及促進や、各種建設情報の提供を行うなど、様々な形
で地域支援を行っています。
さて、ここで昨年1年間を、枕草子の冒頭「春はあけ
ぼの」を浮かべつつ、振り返ってみたいと思います。
題して「春は、EE東北2018」。

春は「EE東北2018」。やうやう集まりゆく見学者、益々
増えて、関心だちたる質問の多く飛び交いたる。

夏は「BIM／CIMの研修会」。講師説明はさらなり、
動画もなほ、UAVの多く飛びちがひたる。また、ただ
一つ二つなど、ほのかに回転して行くもをかし。3次元
モデルなどもをかし。（おかし＝趣があって良い。）

秋は「公共調達システムの普及」。コリンズ・テクリ
スなど普及促進なりたるに、自治体へ訪問するとて、3
回4回、2回3回など訪問急ぐさへあはれなり。（あわれな
り＝心打たれる。）

冬は「電子小黒板の普及」。 作業の効率化は言うべき
にもあらず、1人での作業も、またさらでも風など強きに、
スマホ持て渡るも、いとつきづきし。
（いとつきづきし＝たいそうふさわしい。）

以下、具体的な活動状況をご紹介します。
◆「建設技術公開 EE東北2018」に出展
平成30年6月6〜7日、仙台「夢メッセみやぎ」におい
て開催されました。
JACICは、①CIMの推進、②建設副産物・発生土交換
システム、③Photog-CAD-災害復旧効率化支援システ
ム等を出展しました。今回が12回目の出展となります。

◆「BIM／CIMの研修会」に協力
平成30年7月21日、（一社）東北地域づくり協会主催に
より、発注者支援業務等担当技術者研修会が開催され、
研修課題の1つ「BIM／CIMの動向」について、JACIC
より講義を行いました。

研修会場

◆「公共調達システム」等の普及促進
工事・業務実績情報システム（コリンズ・テクリス）
等について、主に未導入の市町村に対し訪問・説明し普
及促進に努め、公共調達の効率化等を支援しました。
昨年は、86市町村を訪問し19の市町村より無料利用の
申込みがありました。

◆「工事写真の電子小黒板」の勉強会
東北地方整備局�営繕部からのご依頼により、平成30
年12月3日、東北地方整備局内において、本勉強会を開
催しました。当日は、東北地方整備局�営繕関係職員約
20名が参加され、実利用にあたり活発な質問等が出され
ました。

勉強会場

◆◆�　BIM／CIM等の講習会をご検討の際は、講師を派
遣しておりますので、お気軽に東北地方センターま
で、お問い合せ願います。
� （東北地方センター長　高橋孝男）

東北地方センター活動報告
地方便り

JACIC展示ブース
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JICA の活動に協力　～ミャンマー国からの研修員～

JACICは、国際協力機構JICAからの依頼により、平
成30�年11月7�日（水）にミャンマー国からの研修員を
受け入れ、技術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）の技術協力プロジェ
クト」で「ミャンマー国�道路橋梁技術能力強化に係る
本邦研修」というものです。ミャンマー国から研修員が
来日し、日本国内の多くの機関の協力を得て研修を行う
ものです。研修の目的は、日本における橋梁や高速道路
の現場や維持管理の技術を学ぶというもので、JACICは
JICAからの直接依頼を受け、次のプログラムで研修を
実施しました。

1．ミャンマー国団長の挨拶
2．�JACIC理事の歓迎挨拶、国土交通省の�
i-Construction及びJACICの活動を紹介

3．�JACICの組織・事業、入札契約における
CORINSの位置付けについて説明

4．CORINS・TECRISの説明（検索のデモを含む）
5．質疑応答

講義の内容は、3人の講師が逐語通訳にて、それぞれ
講義をした後に、質疑を受け付けました。大変熱心な質
問を多く受けました。

2．研修員の構成
来日した研修員はミャンマー国建設省DOBチーフエ
ンジニアであるリン氏を団長とした建設省道路局及び橋
梁局17名、通訳・JICA職員6名の合計23名の団体でした。
日本で橋梁や高速道路の現場や維持管理の技術などを学
んだ後、JACICに来訪されました。
3．団長の発言
ミャンマーでは、道路・橋梁のサスティナブルな運営
を重視しています。現在多くの工事で、日本等のODA
プロジェクトが動いています。日本の業者がコンサルタ
ントとなっているものもあります。IT�活用については、
まだまだ日本のレベルに追い付いていませんが、本日の

CORINS・TECRISの説明は大変参考になりました。感
謝します。
4．主な質問
1）日本では誰が建設業者を選ぶのでしょうかという質
問に対し、発注者が選ぶと回答しました。
2）業者の財務状況なども登録されるのでしょうかという
質問に対し、業者登録は別であり、CORINS・TECRIS
はプロジェクトごとに実績を登録するものですと回答し
ました。
3）業者がCORINS・TECRIS�に嘘を登録する恐れはな
いでしょうかという質問に対し、登録の際に発注者が内
容を確認しているので嘘が登録される可能性が低い旨回
答しました。
4）発注者は検索料金をどのように支払うのでしょうか
という質問に対し、発注者とJACIC�で年間契約を結ん
でいると回答しました。
5）技術者が会社を移った場合はどうなるのでしょうか
という質問に対し、技術者にIDを付与しているため会
社が変わっても実績の把握が可能と回答しました。
5．おわりに
JACICはこれまで、3回に渡りベトナムの研修団を受
け入れ、今回初めてミャンマー国の研修団を受け入れま
した。ミャンマー国もベトナム同様に女性担当官が多く、
また、日本の公共事業執行に対して高い関心を持ってい
る様子が伺えました。今後も要請があれば、できる限り
の協力をしていきたいと思います。

� （国際グループ、システムエンジニアリング部参事�
� 　石渡啓晋）

研修後の集合写真

JACIC通信
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