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令和元年7月8日に第39回社会基盤情報標準化委員会
（委員長：柴崎亮介　東京大学空間情報科学研究セン
ター教授）が開催されました。

標準化委員会では、平成27年7月に建設情報の3次元化
及び建設現場における生産性向上のイノベーション実現
に向けた検討を行うことを目的として、特別委員会（特
別委員会委員長：皆川勝　東京都市大学副学長）が設置
され、検討が進められてきました。このたび、特別委員
会のとりまとめ成果として「建設生産・管理システムの
あり方に関する提言〜「新現場力」による創造的な現場
環境の創出〜」が第39回社会基盤情報標準化委員会に報
告され、了承されました。

この提言は、熟練技術者の減少等による担い手不足問
題により現場力が低下する中、i-Constructionを早期に

実現し、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
力である「新現場力」により建設現場のパラダイムシフ
トを起こし、生産性向上のイノベーションを図ることの
重要性を示しています。

提言では、そのための3つの方策を示しています。
1点目は、BIM/CIMの活用の推進であり、BIM/CIM

導入により目指す全体像・ロードマップと、それに伴う
建設生産・管理システムの全体像・将来像を提示してい
ます。また、BIM/CIMの活用による情報共有の効果を
明らかにし、フロントローディング、コンカレントエン
ジニアリング、PDCAサイクル等、設計・施工等プロセ
ス間の情報共有・意思疎通の考え方や方策を具体的に示
しています（下図参照）。また、BIM/CIMの活用におい

ニュースと解説
ICT導入による「新現場力」で建設生産性革命の実現を

〜社会基盤情報標準化委員会　i-Constructionの早期実現に向けた提言〜

図　BIM/CIMの活用場面・効果に関する実施主体と建設段階のマトリックス図
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ては、スキル（人）、ルール（方法）及びプラットフォー
ム（場所）の3要素のバランスのとれた環境整備が必要、
としています。

2点目は、サイバー空間内の3次元仮想実体と実空間内
の 実 物 と を 双 子 の 状 態 と 捉 え て 活 用 す る「Digital 
Twin」 （※1）の考え方が重要、としている点です。災害時
や異常時においても、収集したリアルタイム情報をサイ
バー空間に送り、分析・見える化することで、対応の高
度化に寄与することが期待される、としています。また、
公的機関や様々な事業者が連携し、まちまるごとを
Digital Twinによるバーチャルシティとして再現した社
会基盤プラットフォームを構築し、その上でのシミュ
レーションを通じて課題解決を図ることが重要、として
います。

3点目は、ICT等をBIM/CIMのみならず建設プロセス
全体に積極的に導入し、マネジメントの観点からの生産
性向上を図る「現場まるごとi-Con化」 （※2）の実現です。
ICTを実用化につなげるために、現場で利活用されてい
るICTについて、技術分類と建設プロセスを軸としたマ
トリックス図上にマッピングした結果等から、ニーズと
シーズのマッチングを行うことが効果的である、として
います。またICTの導入による「カイゼン」の効果を客
観的に評価することにより、現場でのICT導入の効果を
見える化しそのインセンティブを高めることの重要性を
述べるとともに、導入の効果を見える化するための分か
りやすい事例を示しています。

さらに、提言のまとめの部分において、以下の点が示
されています。

ICTを活用する新現場力は、受発注者がその利用価値
を理解し、互いに利用及び連携することにより真の効果
を発揮するものであり、これにより簡易・単純な作業を
軽減し、現場技術者が本質の問題に取り組めて技術を磨
ける環境を整え、働き方改革にも貢献するものである、
としています。また、新現場力は、生産性向上や品質確
保のイノベーションにつながるだけでなく、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、新
たな現場経験を通じて現場技術者の技術力の向上が図ら
れ、人材の育成にもつながるものである、としています。

そして、新現場力は、こうした創造的な現場を創出す
るものである、としています。

さらに将来展開を考えると、様々な分野の情報の高度
な融合を通じた、新たな価値・サービスの創出、継続的
な経済発展を図ることが重要であり、クラウド技術を活
用して、社会基盤のデータの利活用が可能なインフラプ
ラットフォームを構築することが必要になる、としてい

ます。
そして、新現場力は、このような新たな展開の中で、

進化をしていくとともに、広く普及させることが重要で
ある、と結んでいます。

JACICとしては、i-Constructionの早期の実現、新現
場力による創造的な現場環境の創出に向け、今後、今回
の提言の内容を踏まえつつ、現在取り組んでいるJACIC 

ʻi-Conʼチャレンジ戦略に基づき、JACICクラウドの構
築等を通じて、現場においてICTを生かした新現場力の
構築が円滑に推進できるよう強力に支援していきます。

なお、提言本文は以下のサイトをご覧ください。
http://www.jacic.or.jp/hyojun/

〔脚注〕
※1 Digital Twin

ものづくりのデジタル化を牽引する中核技術として使

われてきた言葉で、「デジタルデータを基に物理的な製

品をサイバー空間上で仮想的に複製し、将来発生する事

象をデジタルの仮想世界で予測することが可能な先進的

なシミュレーション技術」を意味する。

（参考：国立研究開発法人 科学技術振興機構研究開発

戦略センターのホームページ）

https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2017/SP/CRDS-FY2017-

SP-01.pdf

※2 現場まるごとi-Con化

広く生産や製造過程等において利用されている技術の

応用や新たな計測技術、IoTやAI技術などの活用を図り、

BIM/CIM等のモデリングのみならず、マネジメントの

観点から、情報技術による現場の作業内容及びプロセス

を改善する取組のこと。

その中には、会議や協議、説明会など様々な場面や事

務手続きにおいて、タブレット端末等の情報技術の活用に

より可視化、即時性の確保やペーパーレス化の促進など

仕事の仕方を効率的、効果的に改善することも含まれる。

また、平常時のみならず、災害の状況把握や災害復旧

等において役立つ情報技術を導入し、安全かつ効果的、

効率的な業務遂行を目指すことも含まれる。

 （建設情報研究所　総括首席研究員　下山泰志）

ニュースと解説

http://www.jacic.or.jp/hyojun/
https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2017/SP/CRDS-FY2017-SP-01.pdf
https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2017/SP/CRDS-FY2017-SP-01.pdf


- 3 -

2019.8月号

1．はじめに
令和元年6月18日に発生した「山形県沖地震」を受けて、

JACICでは今後提供を予定しているJACICクラウドシス
テムのサービスを活用して、災害時に被災地の行政機関
等を支援できる手法を、実際に現地に赴いて検証しまし
た。併せて、北陸地方整備局にサービスを体験していた
だき、活用方法や課題について意見をいただくことがで
きましたので、概要を報告します。

2．検証の概要
JACICクラウドサービスには様々な機能が実装される

予定ですが、そのひとつにルーム機能があります。ルー
ムには3つの機能（サイバー空間上の会議室機能、情報
のハブ機能、現場把握確認機能）がありますが、今回は
それらのうち、会議室機能（いわゆるWeb会議）およ
び現場把握確認機能のひとつであり、国土交通省九州地
方整備局九州技術事務所の委託を受けて開発してきた
360°カメラを実運用に先駆けて試行したものです。

（JACICクラウドサービスについては、例えば、JACIC 
news 6月号/No.361「JACICクラウドの準備加速中」を
ご覧ください。）

山形県沖地震は、令和元年6月18日22時に発生した山
形県沖を震源地とするマグニチュード6.7の地震であり、
新潟県や山形県を中心に様々な被害が生じました。今回
の検証では、坑口付近の落石により通行止めとなった国
道345号弘法トンネル（新潟県村上市）付近において、
360°カメラを用いたWeb会議を北陸地方整備局、被災
地付近、JACIC本社の3地点を結んで開催し以下の試行
を行いました。
①　情報共有システムの活用

被災箇所周辺の撮影を行うとともに、情報共有システ
ムを活用し、撮影データとともに撮影地点を地図上にプ
ロットし、Web会議で共有しました。図1の地図にプロッ
トされた撮影地点を参照すると撮影した画像を確認する
ことができます。位置情報との連携により、速やかに状
況把握ができることが確認できました。また、画像は十
分な解像度を有していること、会議の参加者が容易に必
要な箇所を見られる等、操作性・実用性に問題がないこ
とも確認できました。
①　Web会議上で現場の状況をリアルタイム中継

Web会議中にリアルタイムで現地状況を中継し、情
報を共有しました。参加者のリクエストにより、見たい
箇所をリアルタイムに確認することができました。

Web会議に参加いただいた北陸地方整備局からは、
以下のとおり、今後に向けた積極的なご意見・提案をい
ただきました。
・ 360°カメラは鮮明で、簡単に見たいところを見ること

ができるため、有効な手法である。ドローンと連携で
きないか。
・災害対策車へ搭載するとよいのではないか。
・機械（排水機場）の操作補助に使いたい。
・操作はなるべく簡単なもののほうがいい。
・このような新しい機能はどんどん取り入れるべき。

図1　�Web会議における360°カメラデータの共有�
（イメージ）

3．今後に向けて
今回の取組みは、事前の準備がほとんどない状況にお

いて、360°カメラの活用とJACICクラウドサービスの一
部機能の試行を行ったものです。結果として、災害時に
おける360°カメラ及びJACICクラウドサービスの有効
性、実用性について確認することができました。併せて、
行政機関にもサービスを経験いただき、一定の評価と利
用方法の提案をいただくことができました。また、
JACICクラウドサービスの運用や災害時の対応に係る課
題も明確になり、今後の本格運用に向けて貴重な情報を
得ることができました。

JACICでは、今後とも災害時におけるJACICクラウド
の有効性について検証を進めるとともに、いただいた意
見や検証結果をJACICクラウドサービスに反映させ、災
害時に行政機関等に活用していただけるメニューの充実
に努めてまいります。併せて、JACICクラウドサービス
を活用してJACIC自らが実施する災害対応支援策につい
ても検討を進めていく予定です。

（河川・ダム・防災情報技術に関するプロジェクトチーム 
 　桜井　力）

JACIC便り

JACICクラウド・災害対策支援方法の検証
― 山形県沖地震における現地検証結果 ―
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BIM/CIMの動向（その42）
― デジタルツインを支える次世代通信インフラ5G ―

1．はじめに
前号で建設分野をはじめ各分野で利用が期待できるデ

ジタルツインの概要を紹介しました。
今回は、デジタルツインの可能性を促進すると言われ

る第5世代移動通信システム（5G）について紹介します。

2．5Gとは
5Gは、わが国の通信インフラを抜本的な変化をもた

らすと言われています。その特徴は、「高速通信・大容
量（高速ダウンロードの実現）」「低遅延通信（リアルタ
イム通信の実現）」「多数端末の同時接続通信」です。

現行のLTEシステムと比較して約100倍の伝送速度、
約1,000倍の大容量化を誇る最先端通信技術です。

わが国では、今年5G通信のプレサービスが始まりま
す。そして来年の東京オリンピックまでに本格的サービ
スが開始される予定となっています。

※出典：平成30年版情報通信白書

3．建設分野での可能性
建設分野では、AIやIoTといった最新技術を取り入れ

る動きが盛んな中、5Gの活用は更なる可能性が期待で
きます。

※出典：総務省

（1）建機の自動操作
建設現場における省人化・効率化を図るため、画像デー

タや操作のための制御信号などの多くの情報通信を必要
とする建機の遠隔操作に5Gを活用しようとしています。

5Gであれば大容量のデータを遅延なく伝達できます
ので、作業員が現場ではなく事務所などの安全な場所で
精度の高い建設機械の遠隔操作が実現します。

※出典：大成建設

（2）災害対策
5Gを活用することにより、災害時の被災状況がより

細かく正確でかつ迅速に得ることができ、さらに、映像
（画像）に加えて音声も遅延なく一挙に送信することも
できます。

これにより災害対策本部では、迅速に的確な対策を立
案することが可能となります。

※出典：時事通信社

4．おわりに
誌面の都合で紹介できなかった交通分野において、

5Gと自動運転の取組があります。その中で、高精度3次
元地図の作成が必要となっています。

高精度3次元地図（データ）はBIM/CIMにおいても大
いなる活用が期待できるところです。

 （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMコーナー
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九州地方センターの活動
はじめに

令和元年の九州北部地方の梅雨入りは、平年より大幅
に遅れ、6月26日に福岡管区気象台から『6月26日に梅雨
入りしたと見られる。』との発表がありました。風水害
に対して、これから台風時期が終了するまで、心配な日々
が続きますが、豪雨災害の発生がないことを願います。

九州地方センターは、九州7県と沖縄県を含むエリア
を担当しています。JACICが提供している建設関係のシ
ステムについて、受・発注者等への普及促進及びフォロー
を行うと供に、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。

今回は、当センターにおける最近の主な取り組みと今
後の活動予定についてご紹介します。

■電子入札コアシステムユーザ会議の開催
『電子入札コアシステムユーザ会議（九州ブロック）』

を令和元年7月3日（水）に福岡市で開催しました。
この会議は、毎年、東京で開催されるコアシステムユー

ザー会議の地方版として位置づけられ、多くのユーザー
の参加機会を確保し、意見交換等を行うことにより円滑な
電子入札の運営等に寄与すること目的に開催しています。

今年の会議は、大雨の影響等で急遽一部の団体等の欠
席がありましたが、国、県、市から22団体（28名）の参
加があり、新方式（脱Java対応版）の動向や応札者等へ
の周知のあり方等に関して活発な意見交換を行い、情報
共有が図られました。

■BIM／CIMの普及活動
◇BIM/CIMに関する研修の講師
BIM/CIMの普及には発注者のBIM/CIMへの理解とク

ラウド技術等に関する新たな知識等の習得が求められて
おり、その支援の一環として、令和元年6月10日（月）
九州地方整備局の研修講師を行いました。

◇九州地方CIM導入検討会（河川部会）に参加
平成31年3月11日（月）に九州地方整備局の『九州地

方CIM導入検討会（河川部会）』に参加しました。

■「建設副産物連絡協議会」への参加
平成31年2月19日（火）に「九州地方建設副産物連絡

協議会」に参加。その中で、「建設発生土情報交換シス
テム」の無料利用に関するキャンペーンを紹介（詳しく
はJACICのHPをご覧ください）、お試し頂き、今後、多
くの自治体の加入をお待ちしています。

■＜予定＞「九州建設技術フォーラム2019」の参加
令和元年10月8日（火）〜9日（水）に『九州建設技術

フォーラム2019』が福岡市で開催されます。JACICから
「JACICクラウド」、「ダムCIM」など4技術の展示及びプ
レゼンテーションを行いますので、多くの皆様のご来場
をお待ちしています。

 （九州地方センター長　加治賢祐）

地方便り

【※尾澤理事による講義】



■編集・発行
〒107-8416　東京都港区赤坂7丁目10番20号アカサカセブンスアヴェニュービル
TEL.（03）3505-2981〈代表〉　FAX.（03）3505-0414
ご意見・お問い合わせ先：http://www.jacic.or.jp/about/syozai/syozai.html
JACICホームページ　 一般財団法人 

編集・構成　日本印刷㈱
電話　03-5911-8660

http://www.jacic.or.jp/

- 6 -

2019.8月号

「JACIC情報」は、当センターが年2回発行している機
関誌です。今回の120号は2019年8月5日の発行予定、テー
マは「社会基盤分野における3次元データの活用」です。

i-Constructionの本格的な推進に伴い、建設情報におけ
る3次元データが重要になっています。3次元モデルを社
会基盤に活用した取り組みが始められています。建設プ
ロセスの中で3次元データを流通・利活用する検討も進
んでいます。国、地方自治体等の発注者、受注者、シス
テム開発企業も含めた研究、技術動向において3次元デー
タの利活用を中心とした取り組み状況を特集します。

【主な内容】
■特別寄稿

・ 海洋研究開発機構　付加価値情報創生部門　 
部門長　堀　宗朗
・神戸大学　都市安全研究センター　飯塚　敦
・ 一般財団法人 日本建設情報総合センター　 

理事　尾澤　卓思
■国土交通省等の取り組み

・ 国土交通省大臣官房　技術調査課　 
課長補佐　那須 大輔

・ 国土交通省国土技術政策総合研究所　 
研究官　寺口 敏生

・国土交通省　国土地理院
・静岡県　芹澤　啓、榊原　直樹、山崎　友寛
■大学等の研究

・ 立命館大学　理工学部　環境都市工学科　小林　泰三
・大阪経済大学　情報社会学部　教授　中村　健二
　法政大学　デザイン工学部　准教授　今井　龍一
　関西大学　環境都市工学部　教授　窪田　諭
　大阪工業大学　情報科学部　特任講師　山本　雄平

　摂南大学　経営学部　講師　塚田　義典
　 関西大学　先端科学技術推進機構　 

特別任命助教 姜　文渊
　関西大学　総合情報学部　教授　田中　成典
・ 公益社団法人　土木学会　土木情報学委員会　施工

情報自動処理研究小委員会　委員長　石田　仁
・ オープンCADフォーマット評議会 

　理事　竹内　幹男
・三菱総合研究所　林　典之
■民間の取り組み

・阪神高速道路株式会社　課長代理　篠原　聖二
・ 東急建設株式会社　土木事業本部　 

事業統括部 ICT推進グループ　小島　文寛
・ パシフィックコンサルタンツ株式会社　事業強化推

進部技術研究センター長　斉藤　泰久
・応用地質株式会社　技術本部研究開発センター
　 西山　昭一、工藤　里絵、奥井　裕三、村本　将司、

島　裕雅
・ 株式会社ゼンリン　事業統括本部　IoT事業本

部 IoTアライアンス営業部　課長　藤尾　秀樹
・オートデスク株式会社　井上　修
・ダッソーシステムズ株式会社　森脇　明夫
■一般投稿

・ 国土交通省　総合政策局　公共事業企画調整課　 
環境・リサイクル企画室長

　（現：四国地方整備局　道路部長）　直原　史明
■公共調達コーナー

「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の適
用効果」

国土技術政策総合研究所　社会資本マネジメント研究室
■賛助会員コーナー

・株式会社ドーコン（北海道地方センター）
・川田テクノシステム株式会社（関東地方センター）
・ 中日本建設コンサルタント株式会社 
（中部地方センター）

・株式会社加藤組（中国地方センター）
・ 株式会社九州開発エンジニアリング 
（九州地方センター）

■その他　JACICのページ等

【JACIC情報について】
● 定期購読を受け付けています。毎号1000円＋消費税で

す。今回のみの購入も可能です。
　定期購読している方は、測量系CPD協議会が認定
する「測量CPD」年間5ポイントも取得できます。

●バックナンバー　
http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html

● ご購読のお申し込み、お問い合わせは、経営企画部（電
話03-3584-2404）までお願いいたします。
 （経営企画部　参事　横山輝行）

JACIC情報120号の発刊
JACIC通信
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