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災害は様々な形で被害を引き起こし、その度に新たな
対策を実施することで克服されてきましたが、図-1のよ
うに完全に犠牲をなくすことは難しい状況です。

平成30年も、6月の大阪府北部地震、7月の西日本豪雨、
9月の北海道胆振東部地震などが発生し、記憶にも新し
いところです。

そこで、平成の30年間に発生した災害の中から主なも
のについて振り返ってみます。

○　平成7年（1995年）1月17日5時46分、最大震度7の兵
庫県南部地震（阪神・淡路大震災）が発生しました。西
日本地域の地震では未曾有の大災害で、国・地方自治体

を通じて防災対策のターニングポイントとなり、様々な
防災対策の整備・強化が図られました。

未明に起きた地震であったため、多くの人が寝たまま
揺れで倒れた家具の下敷きになったり、倒壊した建物に
閉じ込められたり、自力で避難が困難な状態になりまし
た。さらに火災が発生し被害が拡大しました。また、道
路が瓦礫でふさがれ、消火や救助のための車両が到着で
きない状況となったため、近隣の住民などが協力し合う
共助の重要性が認識されることとなりました。
○　平成23年（2011年）3月11日14時46分、宮城県沖を
震源とするマグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震

（東日本大震災）が発生しました。

ニュースと解説
平成の災害を振り返る

〜災害の教訓を未来へ〜

図-1　自然災害における死者・行方不明者数
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最大震度7の激しい揺れとともに、巨大な津波により、
岩手県、宮城県及び福島県をはじめとする東日本沿岸を
中心に、広範囲にわたる甚大な被害が発生しました。

広域災害では、周辺の地域も同様に被災を受けるため、
応援も広域での対応が必要となります。また、被災地の
状況把握が困難なため、被災地からの要請を待たない
プッシュ型の支援が重要になります。
○　平成16年（2004年）10月23日17時56分に発生した新
潟県中越地震では、最大震度7の揺れにより、家屋の倒壊、
土砂崩れ等により多くの人的被害、孤立地域、避難者が
発生したほか、住宅、ライフライン、交通機関、農地等
に多大な被害が発生しました。

大きな災害により事業が中断することは、企業の存続
に関わることから、BCP（事業継続計画）の取り組みが
広く認識されました。
○平成19年（2007年）7月16日10時13分、新潟県中越沖
地震が発生し、最大震度6強の揺れで、家屋の倒壊等に
より多くの人的被害が発生し、住宅、ライフライン、交
通機関のほか原子力発電所にも被害が発生しました。

企業の被災がサプライチェーンを通じて産業全体に広
がることが問題となり、BCPの重要性が再認識されるこ
ととなりました。
○　平成25年9月16日に愛知県へ上陸した台風第18号に
より、9月15日は東日本や北日本で局地的に激しい雨が
降り、16日は、四国から北海道にかけての広い範囲で大
雨となりました。 特に福井県、滋賀県、京都府では、
記録的な大雨となりました。

このとき8月30日から運用が開始された特別警報が発
令されました。特別警報は、重大な災害の起こる恐れが
著しく高まっている場合に発表され、最大級の警報を呼
びかけるものです。
○　警報に対する理解と対応が求められます。広島土砂
災害（平成26年8月19日からの大雨による広島県におけ
る被害）では、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ
込み、中国地方や九州北部地方を中心に大気の状態が非
常に不安定となり、20日未明の3時30分には、広島県で1
時間に約120ミリの猛烈な雨を観測したほか、24時間雨
量が観測史上1位を更新するなど、記録的な大雨となり
ました。

土石流が夜間に発生したため、避難の判断が遅れ、多
数の被害を出しました。また、土砂災害警戒区域の設定
をいかに進めていくかが課題となりました。
○　平成26年9月27日11時52分頃に御嶽山の噴火が発生し
ました。南側斜面を噴煙が流れ下り、3キロメートルを超
えるのを観測したため、噴火警戒レベル3（入山規制）を
発表し、火口4キロメートル以内の立入を規制されました。
事前の警報もなく突然の噴火であったこと、紅葉シーズ
ンであったことから登山者に多数の被害（58名）が生じ
ました。

活火山であっても地震と同様に完全な予測が難しく、
事前の情報提供のあり方が課題とされました。
○　箱根山では平成27年6月29日午前7時30分過ぎから急
に地震活動が活発化し、翌日、火口内でごく少量の火山
灰の噴出を確認し、ごく小規模な噴火が発生したものと
みられたことから、6月30日12時30分、気象庁は噴火警
戒レベルを2から3（入山規制）へ引き上げ、箱根町が火
口から約1km以内の立入規制を行ないました。その後地
震回数も順調に低下するなど、9月に噴火警戒レベルが
引き下げられました。

安全を確保するために規制を行う必要がある一方で、
規制により観光への影響が避けられず、地域の理解が必
要となります。
○　平成27年9月の関東・東北豪雨では、9月9日9時半頃
に愛知県に上陸した台風第18号や前線の影響で、西日本
から北日本にかけての広い範囲で大雨となり、特に9日
から11日にかけて、台風や台風から変わった低気圧に
湿った空気が流れ込み続けた影響で、関東地方と東北地
方では記録的な大雨となり、栃木県、茨城県、宮城県に
大雨特別警報が発表され、鬼怒川では堤防が決壊し、大
きな被害が生じました。

堤防が決壊する前から堤防を河川水の越水が確認され
ていましたが、周辺住民への避難行動にはつながらず、
濁流に逃げ遅れ、ヘリコプターなどで救助される住民の
様子が映像に映し出されることとなりました。
○　平成28年（2016年）4月の熊本地震では、14日21時
26分のマグニチュード6.5の地震に続き、16日1時25分に
はマグニチュード7.3の地震が発生し、ともに最大震度7
の激しい揺れにより被害を生じました。

最初の大きな揺れに続いて、より規模の大きな揺れが
発生し、余震は本震よりも小さいという思い込みに不意
打ちを与えることになりました。

このように毎年のように発生する災害に対し、過去の
教訓を活かし確実に対策を実施していくことが重要とな
ります。また、全国各地で発生する災害を他人事として
ではなく、身の回りでいつ起きても不思議でないことを
自覚し、備えていくことが肝心です。

 （研究開発部　部長　竹田正彦）

【参考文献】
・平成30年度　防災白書
・HP「総務省消防庁　災害情報」

ニュースと解説
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2019年1月25日（金）に平成30年度電子入札コアシス
テム特別会員会議を大手町サンスカイルームにおいて開
催しましたので報告します。

1．会議の位置づけ
本会議は、電子入札コアシステムに関する情報提供と

意見交換を行う場として、電子入札コアシステム開発コ
ンソーシアムの会員（正会員、賛助会員、特別会員）及
び業界団体を対象に毎年開催しています。

（会議の様子）

2．会議概要
本会議では、コアシステムを利用している発注者及び

受注者の意見・要望を幅広く拝聴するとともに、コアシ
ステムに関する情報提供等を行いました。主な議題は以
下の通りです。

1）コアシステム事業の状況
今年度における事業改善方針の対応状況として、Java 

Plug-in廃止に向けた対応（JRE8サポート空白期間の対
策）やクライアントPCにおいてJREを使用しない方式
の開発（脱Java対応）、LGPKIに関する対応など、主な
活動についての報告を行いました。

2）電子入札システム専用JREについて
コアシステムを基盤とする電子入札システムの動作に

必要不可欠なソフトウェアであるオラクル社のJRE8
（Java実行環境：Java SE Runtime Environment 8）は
2019年1月末をもってオラクル社の公式サポートが終了
しました。JACICでは、コアシステムを利用する発注機
関とその入札に参加する利用者に限定したJRE8を提供
することを昨年7月に決定し、発注機関との契約調整や
利用者への配布方法などについて検討・対応を進めてき
ました。本会議では、1月21日から入札参加者向けに「電
子入札システム専用JRE8」のダウンロード提供を開始
したことを報告するとともに、発注機関との契約等の状
況、民間認証局の対応状況、及び利用者からの問合せの
対応方法などについて説明しました。

3）脱Java対応について
JACICでは、コアシステム利用PCにおいてJRE（Java

実行環境）を使用しない方式の開発を進めており、2019
年内の対応完了（利用団体様への提供）を予定していま
す。今回は、現時点での決定事項、検討事項、課題など
を含めた開発状況の報告を行うとともに今後の開発・対
応スケジュールについて説明しました。

4）LGPKIに関する対応について
コアシステムでは地方公共団体認証基盤（LGPKI）か

ら発行される発注者向けの電子証明書（職責証明書）を
利用することが可能ですが、LGPKIの運営主体である地
方公共団体情報システム機構（J-LIS）では、LGPKIのシ
ステム移行（第三次LGPKIから第四次LGPKIへの移行）
を来年度に予定しています。

今回はコアシステムにおける対応状況をJACICから説
明するとともに、J-LISの担当者にも本会議にご出席い
ただき、この度のLGPKIの移行における方針やスケ
ジュール、現行（第三次LGPKI）の職責証明書や証明
書検証サーバーの取り扱いなどについて説明していただ
きました。

5）コアシステムのサポート及び料金改定等について
コアシステムにおけるサポート方針を説明するととも

に、今後のシステム改良を円滑に進めるための料金改定
として2021年度から10％の料金値上げを実施することな
どについて説明しました。

6）ユーザ会議
当日は、特別会員会議に引き続いて、保守・利用契約

団体様を対象とした「第17回電子入札コアシステムユー
ザ会議」を開催しました。このユーザ会議では、ユーザ
へのサポート状況を報告するとともに、保守・利用契約
団体様間での情報共有や意見交換が行われました。また、
アンケート調査結果の報告や2019年度以降の改良の見通
しについて説明を行いました。

3．まとめ
本年度も、113団体、161名（中央省庁7、独法・機構

等12、都道府県55、市町村等51、コンソーシアム正会員・
賛助会員29、業界団体7）と多くの皆様にご参加いただ
きました。

今後も「電子入札システム専用JRE」の提供や「脱
Java対応」をはじめ、利用団体様からの要望を踏まえた
改善・開発やIT環境の変化に応じたシステムの安定運
用のための対応など、利用者の皆様が電子入札コアシス
テムを円滑に運用していただけるようサポートに努めて
いく所存です。

 （システムエンジニアリング部　参事　堀　喜一）

JACIC便り

『平成30年度電子入札コアシステム特別会員会議』開催報告
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BIM/CIMコーナー

BIM/CIMの動向（その37）
―ドイツにおけるBIMの推進状況に関する調査概要（その2）―

1．はじめに

本紙2月号で、ドイツにおけるBIMの推進状況につい

て、現地でのヒアリング調査概要を紹介しました。

今回は引き続き、具体的な取組内容を紹介します。

2．BIMクラウド

ドイツでは、図-1に示すようなBIMクラウド構想があ

ります。

BIMクラウドは、Clafficication（分類定義）のDB、

Attribute（属性情報）のDB、EIR（発注者情報要件）を

作成するためのテンプレート、認定された部品が登録さ

れたBIM Objectライブラリ、受注者（設計者や施工者）

が作成したBIMモデルのチェック（認証）等の各種機能

を備えたものとなっています。なお、BIMクラウドは、

連邦交通デジタルインフラ省が構築し、運営主体となる

コンピテンスセンターに業務委託し、運営する仕組みと

なっています。また、BIM objectの作成・運営につい

てもコンピテンスセンターが責任を持って管理すること

になっています。

3．planen-bauen 4.0 Gmbhの活動

本組織は、BIMに関する発注者へのコンサルタント、

国際標準対応、BIMパイロットプロジェクトへの支援、

企業への教育・支援等のBIMの普及促進のための活動を

実施することを目的に、2015年に設立され、25の専門組

織と33の企業で構成されています。活動内容は以下のと

おりです。主な活動内容を次に紹介します。

①　連邦省庁及び公的機関に対するコンサルティング

②　国内及び国際標準化の調整

③　BIMパイロットプロジェクトの支援

④　BIM導入のための業界への情報提供

⑤　専門教育の実施

（1）標準化活動

ドイツに関連する標準として、国際標準の「ISO」、ヨー

ロッパ標準の「CEN」、ドイツの標準である、「DIN」及び

「VDI」があり、これらの標準化活動に参画しています。

また、bSIのIFC-Bridge、IFC-Alignment、IFC-Tunnel、

IFC-Roadの標準化活動に参加しています。

（2）普及啓発活動

BIMのロードマップの内容を正しく理解してもらうた

めに、業界団体、自治体、一般企業に対する情報提供や

ワークショップを実施しています。また、BIMを実施す

る上で有効なガイドラインやテンプレート等、10個のド

キュメントを提供しており、BIMの導入による要領・基

準類の変更に関する情報（2DからBIMに移行するため

に必要なルールの変更など）についても提供しています。

（3）今後の取り組み

今後のBIMの活用促進に係る取り組みとして、BIMだ

けでなく、モバイルやAR等の新技術を積極的に活用す

るための検討を行っていくこととしています（図-2参

照）。

 （研究開発部　次長　徳重政志）

図-1　ドイツにおけるBIMクラウド構想 図-2　モバイルやAR等新技術の活用イメージ
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今冬の北陸地方は山雪型の降雪状況でした。平地では
雪がほとんどないところもありましが、これから春の到
来で、雪の多かったところでは、春が爆発するような感
覚を覚えます。

ビデオセミナーに取り組んでいます
北陸地方センターではBIM/CIMをはじめとする建設

情報の普及の一環としてビデオセミナーの開催に積極的
に取り組んでいます。

今年3月に富山市で富山県建設業協会等、石川県小松市
で石川県建設業協会等とそれぞれ共催で実施しました。

平成29年6月に石川県輪島市で実施したビデオセミナー

これからも地域の組織と協力を図りながら取り組みますの
で、地域組織の皆様からのお声がけをお待ちしております。

CUG新潟分会への参画
BIM/CIMの普及に取り組む全国組織Civil User Group

（=CUG）の5番目の分会として2018年2月に新潟分会が
発足しました。

2018年度は6回の会合を開催し、参加者間の情報交換
やハンズオンなどが行われ、回を重ねるごとに参加人数
も多くなり、活発な活動となってきています。

特に最近は女性技術者や若手技術者の参加が目立って
きているように感じています。

2018年12月のCUG新潟分会の様子

北陸地方センターも北陸地方におけるBIM/CIMの普
及の一環として「CIMを学ぶシリーズ」などの紹介や運
営のお手伝いを続けていきたいと考えています。

地方組織への貢献
土木工事の監理技術者は、専任期間中のいずれの日に

おいても、5年を経過する事のないように監理技術者講
習会を受講することが建設業法で定められています。

北陸地方センターでは土木施工管理技士会からの依頼
を受け、地方組織への貢献として、この講習会の講師を
務めています。

今年度は8月と1月に講習会が実施され、約3時間の講
師を受け持ちました。

現場技術者の皆さんの真剣な受講姿勢に、講師として
もやりがいのある講習会となっています。

監理技術者講習会の一場面

Webサイトの充実
2013年4月にリニューアルした北陸地方センターの

Webサイトはこの4月に7年目を迎えます。
サイトではJACICのサービスをはじめ、北陸地方セン

ターが関わるセミナーや催事のお知らせや、北陸地域の
建設関連の情報を紹介しています。

これまでに680以上の記事を掲載し、78万以上のペー
ジビューを頂いています。たくさんの皆様からご覧頂い
ておりますことにあらためて感謝申し上げます。

JACIC北陸地方センターWebサイト
https://jacic-hokuriku.info/

JACIC 北陸 で検索
 （北陸地方センター長　木村　繁）

北陸地方センターの活動
地方便り

https://jacic-hokuriku.info/
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社会基盤情報標準化委員会
〜2019年度小委員会検討テーマの公募〜

社会基盤情報標準化委員会（以下、標準化委員会とい
う）は2000年に設置されて以来、建設分野の情報化を進
めるため、情報の標準化に関する活動を行ってきました。

2013年度からはCIM（Construction Information 
Modeling/Management）やビッグデータの活用等、ICT
の先端技術を取り入れた近年の新たな社会情勢への機動
的な対応や、広範囲にわたるテーマへの取り組みを実施
するため、建設生産・管理システムの標準化に係わる検
討テーマに合致する検討テーマを公募し、活動しており
ます。

現在、2019年度小委員会検討テーマの募集を以下のと
おり行っています。

■期間：2019年3月1日（金）〜4月30日（火）

1．小委員会の活動期間
活動期間は、小委員会検討テーマ採択決定の翌日から

2021年6月末（2ヵ年）とします。
標準化委員会にて活動成果の報告を行い、標準化委員

会の承認を経て小委員会活動は終了となります。

2．小委員会への活動支援金
一つの小委員会に対して、上限を300万円とする活動

支援金を交付します。
活動支援金は、原則として着手時に検討費用予定額の

50％を、標準化委員会が活動の終了を認めた後に残額を
交付します。

3．小委員会検討テーマの募集内容
検討テーマは、以下に示す「建設生産・管理システム

の標準化」に合致するものとします。

《建設生産・管理システムの標準化に係わる検討テーマ》
①円滑な電子データ流通基盤の構築、②統合的な

電子データ利用環境の創出を実現し、もって建設分
野全体の生産性向上を図るための社会基盤情報標準
化活動に関連した検討テーマ

＜検討テーマの例＞
◆　円滑な電子データ流通基盤の構築に係るテーマ
（データ流通のためのデータ交換標準の整備に関する
テーマ）
・　建設関係データのコード体系の標準化
・　契約形態とCIMの活用に関する標準化

・　 土木分野の3次元データを他分野のデータと連携
するための標準化

・　3次元データの取得技術に関する標準化
・　3次元データ納品形式に関する標準化
・　オンライン電子納品に関する標準化
・　2次元図面の3次元データ化に関する標準化、等

◆　統合的な電子データ利用環境の創出に係るテーマ
（データの利活用に関するテーマ）
・　 クラウド等新たな技術の3次元データ管理システ

ムへの活用方法
・　建設プロセスを跨いだデータ連携・活用方法
・　3次元電子納品データの活用方法
・　 IoT/AIの土木分野への適用方法（AIとCIMの連

携方法など）
・　土木分野での4D、5Dデータの活用方法
・　 360度カメラやAR・VR等の映像技術の建設生産・

管理システムの活用方法
・　CIMデータの維持管理段階での活用方法、等

◆ 　その他、建設生産・管理システムの効率化・高度化
に資するテーマ
また、2013年度は5件、2014年度は3件、2015年度は3件、

2016年度は1件、2017年度は2件、2018年度は1件の検討
テーマが採択され、小委員会として活動しています。
2018年度の標準化委員会の体制は、図 1のとおりです。

図1　2018年度の標準化委員会の体制

特別委員会
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シールドトンネルデータ連携標準化検討小委員会
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社会基盤情報
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委員長：柴崎 亮介
（東京大学）

4．応募に関するご案内
JACICホームページで申請方法、申請書類など詳細を

掲載しています。ご参照いただき、ご応募ください。

○小委員会検討テーマの公募案内に関するHP：
http://www.jacic.or.jp/hyojun/2019shouiinkai_oubo.html
 （建設情報研究所　首席研究員　竹内　実）

JACIC通信

http://www.jacic.or.jp/hyojun/2019shouiinkai_oubo.html
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