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1．はじめに
建設現場の生産性革命の実現には、現場力の低下とい
う現場の課題を克服することが重要で、ICTを活用した
新たな能力（新現場力）による仕事の効率的、効果的な
仕方や高度化を図り、現場力の飛躍的向上と現場技術者
の技術力向上を目指す必要がある。
JACICでは、国土交通省の勤務経験豊かな者が中心に
なって現場でのBIM/CIMモデル及び情報共有環境を如
何に構築し、特に発注者、施設管理者がそれを業務に具
体的にどのように生かすかの観点から、一連の方策を検
討してきた。これらを「JACIC̒ i-Con チ̓ャレンジ戦略」
の一部として公表し、随時改訂を行いながら基本的な考
え方をまとめ、以下に示す5つの具体的な方策の提案に
つなげてきた。1）これにより、現場での仕事の仕方が大
きく変わり、作業手順の効率化、作業内容の高度化を可
能にし、現場技術者の技術力の向上を実現することで国
土交通省の進めるi-Constructionの一層の推進に資する
ものである。
【仕事は斯くあるべし　発注者向け5つの具体的な目標】
（1）公共調達関連業務を簡単・便利に
（2）事業のプロセス管理を上手に、スピーディに
（3）維持管理、行政管理をレベルアップ、スマートに
（4）災害対応、復旧措置を迅速、確実に
（5）情報、データを使いこなす現場へ
【目標実現のための3つの主な視点】
（1）人の移動を減らす
・�クラウドの即時性、同時性を活かし、時間とコス
トを産み出す

（2�）データの利活用を可能にする仕組みを構築する
・�プラットフォームと統合モデルを活用し、データ・
モデルの集約化と効率的運用を行う

（3�）現場技術者は新現場力を身に付ける
・�新たな現場経験による技術力の向上により、自ら
の道を開く

本稿では、特に目標の（2）、（3）、主な視点の（2）の
鍵となる「インフラデータプラットフォームと三次元管
内図」について紹介するものである。

2．インフラデータプラットフォームと三次元管内図
事業のプロセス管理や維持管理、行政管理等を体系的
にわかりやすく見える化するとともに、業務の効率化、
さらには新たなマネジメントの導入による高度化を図る
ため、データやモデルの情報共有環境を構築し、統合モ
デルによるシステムの利用を提案する。具体的には、現
場においてクラウドを介してインフラデータプラット
フォームを構築し、測量・調査から設計、施工、維持管
理まで統合モデルを用いて一貫してデータやモデル等の
利活用を可能にする三次元管内図を提案する。
図-1にダムの三次元管内図の例を示す。ダム流域の広
域地形モデルを基盤にダム本体モデルや付け替え道路の
モデル等設計や施工で作成した三次元モデルを紐付け
る。データは、属性情報として測量、観測、点検等の記
録や地質の情報などを集約して格納され、センサー等か
らの計測情報なども随時利用可能で、FRICSの河川情報
など他のシステムとの連携で外部の情報を得ることもで
きる。システム構成は、図-2のようになっており、プラッ
トフォームが重要な心臓部になっている。基盤モデルを
インデックスとして欲しい情報の閲覧や解析をデータや
モデルを使ってサイバー空間で行う。また、数値データ
のみならず必要に応じて紙ベースの図面や写真等も電子
化してデータとして格納することで利用可能となる。業
務の目的に応じてモデルやデータを組み合わせ、一連の
作業を標準化すれば、円滑かつ迅速に欲しい結果を得る
ことができる。こうしたモデルやデータの組み合わせ方
やその結果の利活用には、それぞれの現場でのノウハウ
がある。蓄積し、伝承すべき技術を体系的に整理してシ
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ステム化することにより技術や情報の伝承基盤ともなる。
�河川では、図--3に示すように事務所ごとに三次元管内
図（1/2500）を構築し、各々のプラットフォームを連携
することで水系の三次元管内図を構築することができ、
相互に情報を共有、利用できる。また、氾濫シミュレー
ションなど広域の水系モデルの三次元管内図（1/25000）
は、核となる事務所のプラットフォームに紐付けするこ
とで、他の事務所からも情報共有ができる。道路におい
ても、同様に事務所ごとの路線モデルと広域のネット
ワークモデルの利用が考えられる。目的に応じてモデル
の縮尺やデータ等を変えて効果的な利用を行う。
三次元管内図では、点検・診断などの履歴や計測・観
測による現状把握の結果を属性情報として収めることに
よりカルテの作成ができ、管理対象の諸元、構造図や施
工時の図面など重要な管理情報を収めることにより台帳
の作成もできる。
三次元管内図の利用にあたっては、これまで述べたと
おり目的に応じたモデルやデータ等の組み合わせ及び他

のプラットフォームとの連携が重要で、これらのマネジ
メントとして、それぞれの環境で作成された様々な形式
のモデルやデータの関連付けをプラットフォームの情報
ゲートウェイ機能を用いて円滑かつ分かりやすく行う必
要がある。三次元管内図は、まさしくDigital�Twinの実
現であり、サイバー空間において体系的、合理的にデー
タやモデルを集約し、効率的、効果的に利活用すること
を可能にする。

3．おわりに
思い切ってやって良かったという現場の改革を実現す
るため、JACICでは冒頭で述べたように、「JACIC‘i-Con’
チャレンジ戦略」を2年間にわたって練ってきた。その
結果の一つとして、行政管理者（発注者）が、三次元管
内図を継続的に一貫して利用する新たなマネジメント方
策は、業務の効率化のみならず業務内容の向上につなが
り、現場技術者の技術力の向上にもつながると判断した。
デジタル社会における情報共有基盤は、情報のみならず
知恵の共有基盤となり、利活用によってこれまでにない
効果を期待できる。このため、実現に向けて必要なイン
フラデータプラットフォームと統合モデルを行政管理者
（発注者）が継続的に活用できるようにJACICクラウド
を用意することとした。現場におけるICTを活用した新
たな能力（新現場力）を使いこなして、これからの自ら
の道を開くことが、今現場技術者に最も求められている
ことである。� （理事　尾澤卓思）

１）�尾澤卓思　新現場力による新たなマネジメントの実現　�
－JACICクラウドの使命－，JACIC情報121号，2020年2月
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1．はじめに
国土交通省では、i-Constructionにおけるトップラン
ナー施策であるICTの全面的な活用をBIM/CIMを用い
て推進するために関係団体が一体となりBIM/CIMの推
進及び普及に関する目標や方針について検討を行い、具
体的な方策について意志決定を行うことで、BIM/CIM
の施策を進めていくことを目的としたBIM/CIM推進委
員会を平成30年9月から設置しています。
去る2月5日に第3回BIM/CIM推進委員会が開催されま
した。審議された一部概要を紹介します。
2．CIM導入ガイドライン（案）等の改定
BIM/CIMの導入にあたっては、本ガイドラインをもと
に業務や工事で試行されるとともに、本ガイドラインは
事例等の年々加筆がされています。過年度の試行業務や
工事の分析により以下のような課題が確認されています。
　�事例等の加筆に伴い内容が膨大になっておりスリム
化が必要

　�構造物モデル等を「作成する」ことに主眼が置かれ
ており「活用する」観点が少ない

　�属性情報や詳細度の定義があいまいで成果品として
求めるモデルの質にばらつきがある

　�発注者のBIM/CIM活用を明示した手引きがない
上記の課題を受け次のように改定することを審議され
ました。
　�受発注者双方にとって判りやすいガイドラインとな
るよう再整理
　�発注者向けの規定を明確にするため遵守すべき事
項をマニュアルとして新たに「（仮称）発注者に
おけるBIM/CIM実施マニュアル（案）」を新たに
整備

　�本格運用に向け「導入する」視点から「活用する」
視点で再整理し構成を見直し新たに「（仮称）BIM/
CIM活用ガイドライン（案）」を新たに整備

　全般的な見直し
　�BIM/CIMの定義、分類、属性情報を整理

　�モデルを作成する場合の属性情報、詳細度の目安
について、設計業務等共通仕様書に示されている
設計成果物として要件の明確化

　�砂防編及び港湾編の追加
3．令和2年度BIM/CIM事業の実施方針（案）
BIM/CIM運用拡大に向けたロードマップ案として、
以下の2点について審議されました。
　令和7年度に全事業での原則適用を目指す
　�目的を「標準化、普及・促進、高度利活用」の3点
に絞り、それぞれの項目で中長期的な目標を設定す
ることで活用の更なる拡大を図る
また、BIM/CIM活用の実施方針として以下の2点が審
議されました。
　対象の拡大
　�大規模構造物予備設計から原則適用
　�さらに、前工程で作成した3次元データの成果品
がある業務・工事について原則適用

　�大規模構造物については概略設計においても導入
を積極的に推進

　リクワイヤメントの設定
　�リクワイヤメントの設定は発注者において降下が
期待されるものを選定

　�選択科目の実施に当たっては試行であることに留
意し実施可能な範囲にとどめる

　�必須項目に反映することを前提に選択項目につい
ては積極的な挑戦を前提とする

4．さいごに
産官学連携のもとBIM/CIMの更なる推進・普及のた
めの検討が、来年度もスパイラル状に実施され、多くの
業務や工事に適用されていくことになります。
JACICのおいても推進・普及のため積極的に支援を
行ってまいります。

� （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その48）
― 第3回BIM/CIM推進委員会が開催されました ―

BIM/CIMコーナー

写真-1
第 3 回 B I M / C I M  
推進委員会開催状況
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2020年1月24日（金）に令和元年度電子入札コアシス
テム特別会員会議をビジョンセンター東京八重洲南口に
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
現在のコアシステムの普及状況を報告するとともに今
年度の対応状況として、「電子入札専用JRE」の提供、
クライアントPCにおいてJREを使用しない「新方式（脱
Java）コアシステム」の開発とリリース、LGPKIに関
する対応など、主な活動について報告しました。

2）新方式（脱Java）コアシステムについて
コアシステムを基盤とする電子入札システムでは、こ
れまでオラクル社のJRE8（Java実行環境：Java�SE�
Runtime�Environment�8）が必要不可欠なソフトウェア
となっていました。
この度、電子入札システムの利用PCにおいてJRE8を
使用しない方式を実現するサーバ側プログラム「新方式
（脱Java）コアシステム」およびJREやJavaアプレット
の機能を代替するPC側プログラム「電子入札補助アプ
リ」を開発し、2019年11月27日にリリースしたことをお
知らせしました。
各発注機関においては、現在のコアシステムのサポー
ト期限である2020年9月末までに新方式（脱Java）コア
システムへの移行が実施される見通しです。

3）電子入札システム専用JREについて
2019年1月末にオラクル社のJRE8公式サポートが終了

したことへの対応として、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
た「電子入札専用JRE」を提供しています。本会議では、
2019年1月に開設した「電子入札専用JREダウンロード
サイト」の運営状況などをお知らせしました。

4）IE11以外のブラウザへの対応について
コアシステムにおいて利用可能なブラウザはIE11

（Internet�Explorer�11）のみですが、マイクロソフト社
のメインブラウザはEdgeに移行しつつあります。本会
議では、現在、コアシステムにおいてIE11以外のブラ
ウザに対応するための情報収集を行っており、今後、本
格的な検討・開発を進める予定である旨をお知らせしま
した。

5）Windows7のサポート終了について
2020年1月14日にマイクロソフト社のサポートが終了
したことをもって、コアシステムではWindows7を動作
確認対象クライアントOSから除外しました。このため、
コアシステムを採用する発注機関に対し、サポート期間
のあるクライアントOSのみを電子入札稼働環境とする
こと、Windows7をお使いの電子入札システム利用者に
対してはWindows10などへの早急な移行を発注機関か
ら周知することをお願いしました。

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18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、
地方公共団体認証基盤（LGPKI）のシステム移行（第
三次LGPKIから第四次LGPKIへの移行）に関して発注
機関の電子入札利用PCで必要となる対応や令和2年度以
降のコアシステムの改良の見通し、アンケート調査結果
の報告などについて説明を行いました。

3．まとめ
本年度も、112団体、160名（中央省庁4、独法・機構
等12、都道府県62、市町村等47、コンソーシアム正会員・
賛助会員27、業界団体8）と多くの皆様にご参加いただ
きました。
今後も「新方式（脱Java）コアシステム」への移行に
関する支援、「IE11以外のブラウザへの対応」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）

『令和元年度電子入札コアシステム特別会員会議』開催報告
JACIC からのお知らせ



■編集・発行
〒107-6114　東京都港区赤坂5丁目2番20号　赤坂パークビル14階
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/

- 5 -

2020.3月号

はじめに
中国地方では一昨年に発生した7月豪雨災害の復旧・
復興工事を鋭意推進しているところです。そのような中、
この冬は暖冬で広島市においては、明治13年以降、最も
遅い初雪を2月6日に観測されたところです。
建設業の方に話を聞くとおかげで現場での作業が進で
良かったと言われていました。一方、除雪作業は出動機
会がなくそれはそれで困っているとも言われていまし
た。道路管理者にとっては雪が降らないことは良いこと
ですが、異常気象は豪雨災害や暖冬等、全国各地で様々
な影響が出てきています。
さて、中国地方センターではJACICの各種システム・
耳よりな情報をより多くの皆様に知っていただき、ご活
用いただけるよう活動しておりますが、ここで令和元年
度の主な活動状況をご紹介します。

■「中国地方ブロックコアユーザ会議」の開催
本会議は、JACICと中国管内の国・県・市町村の各発
注機関との電子入札システムに関する意見交換の場とし
て毎年開催しております。
今年度も、昨年7月5日（金）に鳥取県庁で開催し、各
発注機関で運用されている電子入札システムの課題の解
決策等について意見交換を行い、来年度は島根県での開
催が決まりました。
■「発注者BIM/CIMセミナー」の開催
中国地方整備局の発注者向けセミナーについても昨年
度に引き続き、昨年7月21〜23日及び12月16〜18日に整
備局の研修所において2回開催され、全体で約40名の整
備局職員が参加されました。昨年度から期間が1日増え、
より充実したセミナーとなりました。
■「山口県建設ICTビジネスメッセ」の後援
昨年11月7〜9日に山口県主催の建設ICTビジネスメッ
セが山口南総合センターで開催されました。このメッセ
では、屋内と屋外での展示と様々な取り組みを紹介する
講演が開催され建設現場の生産性向上のヒントが満載で
した。これからもJACICは応援して参ります。

屋外展示の状況

■「建設技術フォーラム2019 in 広島」の共催・出展
昨年11月26・27日に広島市内の広島産業会館において

「建設技術フォーラム2019� in�広島」が開催されました。
一般の方を含め約2000名の方々が来場され、最新の技術
や取り組みについて、セミナー・展示ブースで紹介をし
ました。JACICも新たな取り組みJACICクラウドを中心
に、最新の情報を展示しました。

展示ブースの状況

■「令和元年度　第2回　技術講習会」での講演
一般社団法人中国建設弘済会主催の技術講習会が昨年
11月28日に広島市内で開催され、JACICの深澤理事長が
「i-Constructionと新現場力」と題して講演を行いました。
その中で、i-conを進め、「発注者・管理者はこれまでの
仕事のやり方を大きく換えること」の重要性について理
解を求め、そのためにJACICとしては、様々な提案をし
ていくこととしており、具体的な取り組み等について紹
介されました。講演は多くの発注者や建設業界の方々が
聴講され､ 講演終了後には多くの方から講演資料の配布
を求められました。

講習会の状況
今後も中国地方において色々なセミナー等が開催され
ますので、引き続き、JACICも積極的に参画していきた
いと考えています。
� （中国地方センター長　藤原光雄）

中国地方センターの活動
地方便り
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