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はじめに

JACICでは、「JACICクラウドの構築」と「現場まるご
とi-Con化」を戦略の2本柱として昨年5月に『JACIC̒ i-
Conʼチャレンジ戦略』を策定し、国土交通省が進める
i-Constructionの推進を支援してきました。今回は、9
月1日付けJACICクラウドの基本的なサービス等の具体
化に伴い、さらに改訂したものです。

本文

JACIC‘i-Con’チャレンジ戦略
－ICT活用による新現場力の構築－

国土交通省では、i－Construction（以下i-Conという）
の本格的な推進とともに、クラウド技術を活用し、3次
元データの利活用のためのプラットフォームの整備を目
指している。JACICでは、こうした動きを支援できるよ
うにi-Conにおける環境整備の要となるクラウドの構築
を中心に様々な情報活用方策の提案及び実現を目指して、
「JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略」（以下チャレンジ戦
略という）を策定、実施する。建設生産性革命の実現に
向けて既成の概念や方法に囚われず、現場に最先端の技
術を導入することに果敢に挑戦（チャレンジ）していく。
ところが中心となるクラウドの構築や全体のチャレンジ
戦略を実現するには、新たな現場ニーズの把握とそれに
適切に応えていく技術提案が必要であり、従来の枠組み
での発想や仕事の進め方では不足する部分がある。より
柔軟かつ総合的な新たな取り組みをしなければならない。
このため、従来の業務体制に加えJACIC内にJACICʻi-
Con チ̓ャレンジチームを設置し、テーマごとにプロジェ
クトチーム（PT）を配置するとともに、JACICクラウ
ドの具体的な実現に向けて「JACICクラウド準備室」を
設置する。JACICは、総力を挙げてチャレンジ戦略を実
現して建設情報の活用による公共調達及び建設プロセス
の効率化、高度化に取り組む。

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
下してきている。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る。
このため、近年目覚ましい発達を遂げた情報通信技術
を活用する。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3次元モデル、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て、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

を構築する。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る。
2019年7月には社会基盤情報標準化委員会特別委員会

（以降「特別委員会」という）により、提言として「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〜」（以降「特別
委員会提言」という）が公表され、具体的なユースケー
スを踏まえつつ新現場力が明確に示された。
JACICでは業務の柱である建設情報の提供という観点
から、情報通信技術の活用により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、新たな時代を切り開いていくとい
うことを目標に以下の「JACICクラウドの構築」「現場
まるごとi-Con化」の2施策に取り組む。

※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

ニュースと解説
JACICクラウドの具体化

〜JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略の改訂〜



- 2 -

2019.9月号

1．JACICクラウドの構築
クラウド技術を導入し、3次元モデルやデータの共有
化を可能にする。発注者や受注者　など様々な関係者の
参加及び様々なシステム、モデル、データベースの利用
が可能となり、測量・調査、設計、施工、維持管理まで
の建設プロセスや発注、契約から電子納品、保管までの
事務・契約等の公共調達プロセスにおいて一貫したサー
ビスの提供を可能にする。さらに、社会資本整備の情報
基盤（インフラデータプラットフォーム）に資する。

JACICクラウドの利用
Ⅰ．利用対象者
・�行政管理者（発注者）及び民間会社（受注者）、技
術組合等の機関を予定
・�利用対象者に応じたサービスを提供予定
Ⅱ．利用形態
・�年間利用契約を基本とし、ID、パスワードによる利
用

Ⅲ．セキュリティの確保
・�国内最高レベルのクラウド環境（データセンター
ファシリティスタンダードティア4＋ISO/IEC�
27017の認証取得）
・�強固なユーザー認証＋厳格なアクセス制御に加え、
「JACICクラウドセンター（仮称）」にて総合的な監視・
管理を行い、安心・安全なサービス利用環境を提供

JACICクラウドの構成（図-1）
Ⅰ．ゲートウェイ機能
・�利用者や情報サービス、データ、モデル等の認証、
認可
・�利用者のサービスに関する利用権限の管理
・�利用者や情報サービス、データ、モデル等のセキュ

リティマネジメント
Ⅱ．ルーム機能
・�データやモデル、映像等を組み入れたWeb会議
・�3次元モデル、点群データ、映像等のビューア機能
・�情報共有のためのファイル共有
Ⅲ．ハブ機能
・�API等により、他のクラウドサービスやデータベー
スとの情報サービスの連携

Ⅳ．情報サービスの提供
・�コリンズ・テクリス、建設副産物情報交換システム、
統合PPI、受発注者間の情報共有システム等の既存
サービスに加え、オンライン電子納品への対応や
360°カメラなど現場把握・確認サービス、3次元統
合モデルの利活用サービスなど新たなサービスの提
供を予定

JACICクラウドの機能
Ⅰ．3タイプのプラットフォーム
現場における3次元モデルやデータの共有化を可能に
し、BIM／CIMの推進上必要なプラットフォームを構築
する。プラットフォームは、目的に応じて3つのタイプ
の構築を考えている。
（1）公共調達基盤（プラットフォームA）
発注、契約からオンライン電子納品までの公共調達の
基盤を提供する。コリンズ・テクリスや建設副産物シス
テム等においてワンストップ化や手順の減少など既存の
JACICサービスの利便性の向上を図る。
（2）建設プロセス基盤（プラットフォームB）
河川、ダム、砂防、道路等事業や管理において、プロ
ジェクト管理、維持管理、災害時対応等各場面に応じた
基盤を構築し、事業管理者の電子納品・保管管理システ
ムを活用して成果品や計測データ等の利活用を図る。（図
-2）（図-3）

ニュースと解説

図-1　JACICクラウドの全体像（イメージ図）
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現場から事務所、本局、本省まで一気通貫で3次元モ
デルやデータ等の情報共有を図ることができる環境整備
を行う。
（3）社会情報基盤（プラットフォームC）
インフラデータや様々なデータが連携して、まちまる
ごとの地震や津波等の被害シミュレーションを実施する
など社会資本整備に広く役立つ基盤（インフラデータプ
ラットフォーム）を構築する。
Ⅱ．基本的なサービス3点セット
行政管理者（発注者）に寄り添ったサービスとして以
下の3点セットを基本的に提供する。
（1）ルーム関連の3機能
・�サイバー空間上の会議室機能

3次元モデルやデータ等を即時性及び同時性を持っ

て共有ができ、意見交換を行える環境を提供する。
・�情報のハブ機能

常時様々なデータやシステムと連携することがで
き、認証機能により適時適切な情報を共有する。

・�現場把握確認機能
360°カメラなど現場確認ツールを活用して現場からの
データや画像・映像等を即時、同時に見ることができる。
（2�）3次元モデル管内図（インフラデータプラット
フォーム）
管内において3次元の地形モデル等を基盤に様々な構
造物等のデータや測量データ等を統合した3次元モデル
（統合モデル）等を作成する。属性情報の活用で履歴、
点検や観測データ、設計資料等の様々なデータを集約管
理でき、データベース等との連携で台帳やカルテの機能

ニュースと解説

図-2　公共調達基盤と建設プロセス基盤との関係

図-3　建設・業務プロセスとサービスとの関係（発注者の場合）
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も有する。
（3）データ利用・管理手順書
データ・モデル工程表（情報プロセスマップ）を作成
し、プロセスごとに対象となるデータやモデルの取り扱
いの手順を明確化して事業マネジメントを適切に行える
手順書を作成する。
Ⅲ．災害対応　“全員が災害現場に集合”
平常時のルームの3機能を用いて、災害時に即時性、
同時性を活かした災害対応が可能となる。現場把握確認
機能により、即座に全員が災害現場に集合するとともに、
同時に情報を共有することができる。複数の地方自治体
等と一斉に情報共有や意見交換も可能である。国の情報
ネットワークと別系統にすることにより、現場からのス
マートフォンやインターネットの情報などセキュリティ
を確保しながら適時、適切に得ることができる。リエゾ
ンやTEC-FORCEの派遣時や災害復旧時にも利用でき
る。（図-4）
Ⅳ．今後の展開
・�JACICクラウドを適確に運営するためには、クラウ
ドに関わる情報ガバナンスが重要である。クラウド
への参加、利用のルールを設定し、システムの情報
管理を徹底してセキュリティの確保を図る。
・�2019年度に現場から本省までの一気通貫の情報共
有について試行する。
・�2020年度に「JACICクラウドセンター（仮称）」を
設置して、運用を順次開始する。

JACICクラウド関連施策
JACICクラウドの機能を活かした幅広い利用方法の提
案とBIM／CIM技術の習得・普及によるJACICクラウド
の本格的な利用に資するように以下の施策を実施する。
また、今後さらなる利活用に向けて、新技術の導入など
によるクラウドの改良や施策の充実を図る。

Ⅰ．社会基盤クラウド
①�3次元モデルを社会基盤に活用し、まちをまるごと
再現するバーチャルシティや見えない地下を再現
する地下埋設物管理モデルなどの実装化を行い、
JACICクラウドの利便性を高める。さらに、これら
と地震や津波等のシミュレーションモデルを組み
合わせた解析の実装化も検討し、実施する。

Ⅱ．発注者BIM/CIM研修
①�BIM／CIMの本格的な推進を図るためには、発注
者の正しい理解のもとに適切な準備が必要である。

②�3次元モデルに関して、発注者は従来から使用する
ことが少なかったため、発注者として必要な基礎
知識の習得と基本操作（見れる）の実践を目的と
した研修を実施する。

③�研修は、役職、年齢に関わらず受講可能な研修形
態を選択できるようにし、初心者を対象に幅広く
BIM／CIMの普及・展開を図る。

④�研修で使用した教材は、自習にも役立つテキスト
や演習ソフトとして提供する。

⑤�年2回の全国建設研修センターでの研修のみなら
ず、地方整備局等の要請に応じて、カスタマイズ
した研修の提供を広く地方で展開する。

2．現場まるごとi-Con化
Ⅰ．現場まるごとの意義
・�現場におけるBIM／CIMの推進に関して、モデリン
グのみならずマネジメントの観点から広い範囲にお
いて情報通信技術の活用を考え、建設生産性向上を
図ることが重要である。
・�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、モデリング及びマネジメント双方の観点か
ら、情報技術による現場の作業内容及びプロセスを

ニュースと解説

図-4　クラウドによる災害対策支援案　〜最新技術を駆使した情報収集、活用〜
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改善する。
・�会議や協議、説明会など様々な場面や事務手続きに
おいても、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。
・�平常時のみならず災害の状況把握や災害復旧等に役
立つVR等の情報技術を導入し、　安全かつ効果的、
効率的な業務遂行を目指す。
・�これらを実現するため、現場のニーズを把握するとと
もに、技術情報の収集や知見の蓄積を図り、実用化
可能な技術提案を行えるようにする。提案し、導入さ
れた技術については、効果を検証しつつ普及を図る。

Ⅱ．情報通信技術は“一石二鳥”の改善効果
情報通信技術の導入による効果は、評価軸を明確にし
て具体的に見える化し確認することが重要である。特別
委員会提言において6つの評価軸※でユースケースの整
理がなされた際に、一つの技術で複数の改善効果が得ら
れるケースが多数見受けられると報告されている。一石
二鳥の改善効果について評価軸を定めて見える化し、現
場において現場まるごとi-Con化のモチベーションを高
めていく。
※�「Quality」「Cost」「Time」「Safety」「Training」
「Environment」の6軸

Ⅲ．現場まるごとの取り組み
これまで特別委員会提言に向けてユースケースを集
め、整理してきた。今後も継続して集めながら整理し、
現場への適応、普及を検討していく。
JACICクラウドの導入を契機に現場での仕事の仕方を
見直し、現場まるごとi-Con化を図ることが望ましい。
発注者への働きかけをしていく。
また、特別委員会では、今年度から「ICTを活用した
画像・映像情報の利活用のあり方」をテーマに検討を行

う予定である。

今後の展開
i-Conの本格的な推進にあたって、3次元データ等の
利活用が円滑に行える環境整備が急務である。利活用の
ための環境整備には、ルール（方法）、プラットフォー
ム（場所）、スキル（人）の3つの要素がそろわなけれ
ばならない。国土交通省の進める実施方針、ガイドライ
ン、基準等と併せてクラウド技術を用いたプラット
フォームの構築や普及、啓発活動を広く進めることが重
要である。（図-5）
JACICは「JACICクラウドの構築」と「現場まるごと

i-Con化」を二本柱としたチャレンジ戦略を実施して、3
次元データ等の利活用の環境整備を進め、i-Conの推進を
強力に支援する。さらに情報通信技術を活用した新現場
力の構築により、簡易・単純な作業を減らし、現場技術
者が本質の課題に取り組めて技術を磨ける環境を整えて、
建設生産性向上のためのイノベーションにつなげていく。
日進月歩していく情報通信技術を取り込みながら、今
後の展開としてサイバー空間の仮想実体とフィジカル空
間の実物が双子の実体として捉えられるDigital�Twinの
時代を迎える。（図-6）
Digital�Twinにおいてサイバー空間とフィジカル空間

とは、情報の収集、蓄積、分析・見える化、活用のサイ
クルをなすサイバーフィジカルシステムでつながってお
り、クラウドがこれを支えている。（図-7）�ただし、こ
のシステムは災害時には情報の収集、蓄積した情報と併
せて分析・見える化、直ちに活用となる。
サイバー空間の仮想実体は、実物以上に機能をわかり
やすく可視化や分析が可能である。そしてサイバー空間で
立てた仮説をフィジカル空間で検証することができ、マネ
ジメントにおいて非常に有効な方法である。今後、JACIC

ニュースと解説

図-5　BIM/CIMの利活用環境の3要素
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クラウドにおいてDigital�Twinの実現を目指していく。
現在、JACICクラウドは構築の段階であり、早期に連
携する基盤等のシステム及び提供サービスを具体的に示
し、利用ルール、料金等の確定を図る必要がある。併せ
てクラウドの管理・運営の仕組みを急いで整備する。
チャレンジ戦略は、2020年度までの3年間を目途に実
施し、毎年度当初等に適宜見直しを行う。

2018年　5月　1日策定
2018年10月15日改訂
2018年11月　1日改訂
2019年　5月　1日改訂
2019年　9月　1日改訂

【お問い合わせ先】
〒107-8416
東京都港区赤坂7-10-20
アカサカセブンスアヴェニュービル
一般財団法人日本建設情報総合センター
経営企画部：高橋、システムエンジニアリング部：高橋
TEL：03-3584-2404、FAX：03-3505-0414
Mail：jacic-cloud@jacic.or.jp

おわりに

今回の改訂では、JACICクラウドの基本的なサービス
を明確にしましたが、利用ルールや料金等まだ作業で詳
細を明示出来ない部分があります。今後未着手の様々な
システムやサービスとの連携を図っていく予定です。�
JACICでは、チャレンジ戦略の実現に向け、職員一丸と
なって取り組む所存です。

（理事　尾澤卓思）

ニュースと解説

図-6　今後の展開（目標）

図-7　サイバーフィジカルシステム（CPS）
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電子入札コアシステム開発コンソーシアム事務局は、
地方ブロック会議（以下、「ブロック会議」という）を6
月中旬〜7月下旬に全国9ブロックで開催しました。

1．会議の位置づけ、目的
ブロック会議は、毎年1月下旬に東京で開催されるコ

アシステムユーザ会議の地方版として位置づけられ、地
方公共団体を中心とした多くのユーザの参加機会を確保
し情報・意見交換等を行うことにより、円滑な電子入札
の開発・運営に寄与することを目的としています。この
会議は、平成17年度に一部地域で開催したことに始まり、
平成18年度から現在まで、全国9ブロックで毎年開催し
ています。

2．各ブロック会議の日程と参加状況（172団体）
・北海道（札幌市）：令和元年6月21日（ 4 団体）
・東北（仙台市）　：令和元年6月25日（ 9 団体）
・関東（東京都）　：令和元年7月26日（31団体）
・北陸（金沢市）　：令和元年7月 9 日（13団体）
・中部（名古屋市）：令和元年6月27日（10団体）
・近畿（大阪市）　：令和元年6月28日（60団体）
・中国（鳥取市）　：令和元年7月 5 日（ 8 団体）
・四国（高松市）　：令和元年6月18日（15団体）
・九州（福岡市）　：令和元年7月 3 日（22団体）
※（前年度参加団体：169団体）

（関東ブロック会議の様子）

3．主な議題
【参加団体における情報交換】

ブロック会議では、各団体における電子入札の現状報
告と合わせて、他団体の運用の考え方についてブロック
内で意見交換を行っています。本年度は、各団体の新方
式（脱Java対応版）コアシステムへの移行予定時期、移
行に向けた準備や移行対応時における留意事項などにつ
いて意見交換や情報共有がなされました。

【電子入札コアシステム専用JRE】
現在、コアシステムを基盤とする電子入札システムを

利用するためにはオラクル社のJRE8（Java実行環境：
Java SE Runtime Environment 8）が必要ですが、本年
1月末のオラクル社による公式サポートの終了を受けて、
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て「電子入札コアシステム
専用JRE」を提供しています。

本会議では、「電子入札コアシステム専用JRE」の利
用期間や入手方法、コアシステムにおける動作確認状況
をお知らせしました。また、オラクル社が本年4月にア
ナウンスした「Oracle Javaライセンスの重要な更新」
と「電子入札コアシステム専用JRE」の関係性などにつ
いて説明しました。

【新方式（脱Java対応版）コアシステムの開発】
JACICでは、クライアントPCおいてJRE8を使用しな

い新方式（脱Java対応版）コアシステムの開発を進めて
おり、本年11月末の対応完了（利用団体への提供開始）
を予定しています。

今回は、開発の進捗状況報告として、利用団体へのベー
タ版の提供やテストの実施状況などについて報告しまし
た。また、今後の予定として、入札に参加する利用者への
情報提供を行う際の対応方針などについて説明しました。

【その他】
公共発注機関等のコアシステムユーザへの情報提供と

して、「第3次LGPKI延長、第4次LGPKI対応に関する最
新状況」「次期ブラウザ対応に関する検討状況」「コアシ
ステムのサポート期間の考え方」及び「Windows 7サポー
ト終了の予告」などをお知らせしました。

4．終わりに
会議開催にあたりご協力いただいた方々に深くお礼申

し上げます。
新方式（脱Java対応版）コアシステムの開発はコアシ

ステムの根幹部分に影響する重要事項です。今後は利用
団体による移行準備が本格化しますので、利用団体の皆
様による新方式（脱Java対応版）コアシステムへの移行
が遅滞なく行われるように適時・適切に情報提供を行っ
てまいります。

 （システムエンジニアリング部　参事　堀　喜一）

JACIC便り

『令和元年度 電子入札コアシステム
 地方ブロック会議』開催報告
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令和元年度（一財）日本建設情報総合センター研究助成決定

（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）では、
平成10年度から建設分野における学術の振興を目的とし
て、情報・システムを活用した調査研究を対象に助成を
行っています。

令和元年度の研究助成は、応募期限の6月30日までに
29件の応募がありました。公募に際しまして、今年度は

「JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略」における取り組みの
一端として応募を広く呼びかけたところ、昨年（15件）
の約2倍の応募となりました。

7月25日に、学識経験者を含めた委員による審査会を
開催し、厳正な審査の結果、6件に対し研究助成を実施
することを決定しました。

今年度は7つの対象課題を設定し、助成の対象となる
研究を募集しました。特に応募が特に多かったのは、

「ICT等に関する技術（AI、IoT、VR、AR、センシン
グ技術、画像処理技術等）の建設分野における活用に関
する調査研究」及び「建設分野の各プロセス（調査、設
計、施工、維持管理、防災対応等）におけるICT活用に

関する研究」でした。
これらの課題への応募が多かったのは、近年、幅広い

領域で注目を集めているAI（人工知能）やIoT（Internet 
of Things）のような技術革新の成果を、建設分野にも
導入しようという意識の高まりが背景になっているもの
と考えらます。

また、平成29年度から若手研究者枠を設定しており、
今年度も1件を採択しています。今後も若手研究者によ
る研究の発展・充実を特に望みます。

なお、採択された研究については、JACICが主催する
成果報告会だけでなく、国内外を問わず、広く学会等に
おいて充実した成果を発信し、建設情報システムの発展
に大きく寄与することを期待します。

【審査委員会の委員】
大橋正和（中央大学教授）、島﨑敏一（日本大学特任

教授）、月尾嘉男（東京大学名誉教授）、深澤淳志（理事
長）、伊藤英隆（理事）、尾澤卓思（理事）

 （建設情報研究所　研究員　清水知子）

JACIC便り

期間 研究助成対象者（敬称略） 研究テーマ

2 年
神戸大学　都市安全研究センター
教授　飯塚　敦

都市丸ごとシミュレーション技術の社会実装における都
市データ利活用カスタマイズに関する調査研究

京都大学大学院工学研究科　都市社会工学専攻
助教　石塚　師也　（※）

変位測量情報高度化のための衛星 SAR 時系列解析の活用
に関する研究

東京大学大学院　工学系研究科
学術支援専門職員　松實 崇博

道路管理の効率化に向けたデータプラットフォームを活
用したデータ利活用

1 年
京都大学防災研究所　気象水象災害研究部門
准教授　西嶋　一欽

風洞と連動したハイブリッド型強風体験 VR コンテンツ
の開発

東京大学大学院　工学系研究科
教授　小澤　一雅

3 次元モデルを活用した許認可図書審査の自動化システム
構築手法

東京大学大学院　工学系研究科　精密工学専攻
准教授　山下　淳

画像・音響信号マルチモーダル処理を用いたコンクリー
ト構造物の自動点検

（※）若手研究者（令和2年4月1日時点で満35歳以下）の研究



- 9 -

2019.9月号

BIM/CIMの動向（その４３）
― ISO規格の策定手順 ―

1．はじめに
BIM/CIM推進委員会の傘下に国際標準委員会WGがあ

り、国際標準を踏まえた標準化の検討が行われています。
そもそも国際標準とはどういうことでしょうか。辞書

によると、各国で異なる製品の構造・性能や技術の規格
を世界で統一した標準としています。統一された基準が
あるため、各国のメーカや建設会社等が世界をマーケッ
トとしたビジネスができるというメリットがあります。
国際標準の代表的なものがISO規格です。国際標準化機
構（International Organization for Standardization）が
制定しています。

今回は、ISO規格が制定されるまでの手順について紹
介します。

2．ISO規格の制定手順
ISO規格の開発プロセスは、ISO/IEC Directives（専

門業務指針）によって定められています。通常は6つの
プロセスを踏んで作成され、36ヶ月以内に規格の最終案
がまとめられます。

（1）提案段階
各 国ISO加 盟 機 関、 専 門 委 員 会（TC：Technical 

Committee）または分科委員会（SC：Sub Committee）
の幹事などが、新たな規格の策定、あるいは規格の改定
を 提 案 し ま す（ 新 作 業 項 目（NP：New work item 
proposal）の提案）。中央事務局は、各国に提案に対し賛
成か反対かの投票を依頼し、投票した積極的参加メン
バー（Participating member）の2/3以上が賛成し、5ヶ
国以上のPメンバーが審議に参加する意思表明を行うこ
とで提案は承認されます。

（2）作成段階
提案の承認後、TC/SCの作業グループ（WG：Working 

Group）において作業原案（WD：Working draft）を検
討作成されます。NP提案承認後6ヶ月以内にTC/SCに
WDが提出されます。なお、この最終WDを公開仕様書

（PAS：Publicly Available Specifications）として委員
会は発行することが可能となります。

（3）委員会段階
WDは委員会原案（CD：Committee draft）として登

録され、TC/SCのPメンバーに意見照会されます（NP
提案承認後12ヶ月以内）。意見照会結果を踏まえ、CD案

の検討また必要に応じて修正を加え、総会でのコンセン
サスまたはPメンバーの2/3以上の賛成の場合にCDが承
認されます。承認されると、CDは国際規格原案（DIS：
Draft International Standard）として登録されます（NP
提案承認後24ヶ月以内）。

（4）照会段階
登録されたDISは、全てのメンバー国にて投票され

TC/SCのPメンバーの2/3以上が賛成し、反対が投票総
数の1/4以下の場合には、最終国際規格案（FDIS：
Final Draft International Standard）として登録されま
す（NP提案承認後30ヶ月以内）。なお、DISが否決され
た場合でも、TC/SCがDISを修正し再投票に諮ることが
できます。

（5）承認段階
登録されたFDISは、全てのメンバー国にて投票され

TC/SCのPメンバーの2/3以上が賛成し、反対が投票総
数の1/4以下の場合に国際規格として承認・成立となり
ます。なお、FDISが承認されなかった場合には、修正
原案をCD、DIS、FDISに再提出、または技術仕様書（TS：
Technical Specifications）を発行する、またはプロジェ
クトを取り消しのいずれかを選択することになります。

（6）発行段階
承認されたFDISは、正式に国際規格（IS：International 

Standard）として発行されます（NP提案承認後36ヶ月
以内）。

3．おわりに
ISO規格は標準的スケジュールでは、ご紹介しましたよ

うに36ヶ月以内で策定されますが、ISOは昨今の技術革新
の速さに対応した迅速手続制度（Fast-track procedure）
も導入しています。条件を満足するとWDとCDを省略
しDIS登録がすることが可能のようです。

主な参考文献等
・日本産業標準調査会HP
・（一社）建築・住宅国際機構HP
・「ISO規格の基礎知識」（改訂2版）：日本規格協会

 （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMコーナー
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北海道地方センターの活動

北海道地方センターは、全道179市町村を担当地域と
してBIM/CIMの定着と普及、i-Constructionの推進、地
方公共団体の支援を主体に活動を行っています。本報告
では令和元年度現在までの主な活動を紹介します。

●　BIM/CIMの定着と普及
□　北海道開発局主催の研修における講義

『令和元年度 i-Construction研修』が令和元年7月30日
（火）・7月31日（水）の日程で行われました（開発局及
び北海道の職員42名が参加）。本研修の一つとして
JACICの尾澤理事が「JACICにおけるBIM/CIMの取り
組み」と題し、新現場力による働き方改革、JACICʻi-
Conʼチャレンジ戦略について講義を行い、質疑ではセ
キュリティ確保等の貴重な質問がありました。

「i-Construction研修」

□　「i-Constructionモデル事務所」における意見交換
小樽開発建設部において令和元年7月30日（火）、JACIC
の尾澤理事より、全国のBIM/CIMの取組状況やJACIC
の取組について講義をさせて頂きました。講義の後、参
加された幹部職員はじめ約35名の皆さまと、今後の進め
方について意見交換を行い、環境整備に向けて現場への
設備投資が必要との意見がありました。

小樽開発建設部との意見交換

●　i-Constructionの推進
『建設技術担い手育成プロジェクト』が、（一社）日本建

設機械施工協会（JCMA）北海道支部主催により令和元
年6月26日（水）北海道札幌工業高等学校で開催されま
した。土木科2年生約80名が受講し、座学では地上型レー
ザースキャナー3次元測量、ドローン飛行デモンストレー
ション、建設VR体験が行われ、屋外では3次元測量の実
習、ICTバックホーによる2次元ガイダンス施工に取り
組みました。北海道地方センターは事務局として参加し
ました。

建設技術担い手育成プロジェクト

●　地方公共団体に対する支援
□　コリンズ・テクリス検索システムの普及活動
北海道の公共機関を対象に、導入済み機関へのフォロー
アップやシステム未導入機関への普及・利用拡大に向け
た取り組みを実施しています。

□　第10回 北海道地方コアシステム連絡会議の開催
関係団体の参加により、令和元年6月21日（金）に札幌
市で開催しました。事務局から電子入札専用JRE8、シ
ステム開発状況、今後の予定について説明を行った後、
電子入札コアシステムの機能向上や運用について各団体
の対応状況や課題、改善要望など質疑、情報交換を行い
ました。

北海道地方コアシステム連絡会議
 （北海道地方センター長　田村順一）

地方便り
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1．はじめに
JACICでは、令和元年度第1回発注者BIM/CIM研修（初

級）を開催しましたので、その概要を報告します。
現在、JACICではi-Constructionの推進・深化を支援

するために「JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略」を展開
しているところですが、i-Constructionの重要な核の一
つであるBIM/CIMのさらなる利活用を図っていくため
には、受注者のみならず発注者においてもBIM/CIMを
理解し活用できる人材を確保することが不可欠と考えて
います。このため、平成30年度から年齢・役職を問わず
初心者を対象とした研修を開催しています。
2．研修の概要

研修は、令和元年8月7日（水）から9日（金）までの3
日間、東京都小平市の一般財団法人全国建設研修セン
ターで開催しました。受講者は19名で、国土交通省、高
速道路会社などの他、発注機関以外からも2名の参加が
ありました。

カリキュラムは表1のとおりです。研修では、初心者
が対象であることを踏まえ、3次元CADの基礎やBIM/
CIMを扱う際に必要となる用語解説の時間を設けまし
た。また、発注者として受注者から提出された成果品を
確認・操作する技術が重要と考え、一般的に広く利用さ
れている閲覧ソフトウェア3種を実際に操作する実習に
多くの時間を割り当てました。さらに実習内容を研修後
に復習できるように、テキストに加え、実習で使用した
データを受講者に配布しました。
3．開催結果

受講者アンケート結果は図1に示すとおりで、概ね理解
いただける講義内容であったことが伺えます。また、「発

注者としてi-Constructionにどのように向き合う必要があ
るのかを考えさせられる研修であった」、「3次元モデルを
体験しながら学べることが出来て良かった」、「初心者向
けの講習としてはとても有意義な内容だった」との意見
もあり、これからBIM/CIMを学ぼうとする発注者のため
の研修として非常に有効であったと思われます。また、
発注者以外の参加者からも、発注者側で現在どのような
取組みがされているか興味があり参加されたとのことで
したが、大変有意義でしたとの意見をいただきました。
一方で、一部の講義内容に重複が見られた、説明スピー

ドが早すぎた
との意見もい
ただいており、
今後の反省材
料として講義
内容や時間配
分の改善に努
めたいと考え
ています。

4．おわりに
建設分野でのBIM/CIMの普及促進にあたっては、発

注者のBIM/CIMへの理解と利用環境の整備は非常に重
要です。JACICとしましては、BIM/CIMを利活用する
発注者のうち初心者を対象とした研修を今後も継続する
とともに、研修内容や教材を公共事業発注機関等へ提供
することによりBIM/CIM利用の裾野を広げるための活
動を行っていきます。本年度も第2回の研修を12月18日

（水）〜20日（金）に実施する予定ですので、奮ってのご
参加をお待ちしております。

 （建設情報研究所　総括首席研究員　榎村康史）

発注者BIM/CIM研修（初級）の開催報告
JACIC通信

図１　講義内容についての受講生アンケート結果

0 5 10 15 

表1　研修カリキュラム
日程 研修内容 時間 講師

8/7

開講式、オリエンテーション 事務局
i-Construction の概要と研修の主旨 40 分 JACIC
BIM/CIM の現状と今後 70 分 JACIC
BIM/CIM に関するコンピュータ基礎知識 50 分 JACIC
3 次元 CAD の基礎 50 分 JACIC
測量成果に関する要領基準の概要 50 分 福井コンピュータ株式会社【実習】測量成果の確認方法 60 分

8/8

設計成果に関する要領基準の概要 50 分 川田テクノシステム株式会社【実習】設計成果の確認方法 50 分
設計成果に関する要領基準の概要 60 分 オートデスク株式会社【実習】設計成果（統合モデル）の確認方法 50 分

【実習】クラウドを利用した成果の確認 90 分 川田テクノシステム株式会社
土木分野における情報技術の動向 80 分 一般社団法人日本建設業連合会

8/9
【実習】成果確認等の復習確認 110 分 福井コンピュータ株式会社
【班別討議】BIM/CIM の利用を考える 60 分 JACIC
閉講式

写真１　測量成果の確認に関する実習状況
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