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はじめに
JACICでは、新しい仕事の仕方の実現を目的に、現場
における3次元データの共有化、BIM/CIMの推進の基盤
として、JACICクラウドの構築を進め,4月1日より、コ
リンズテクリスサービスのシングルサインオンなどの運
用を開始いたしました。
順次、サービスの拡充を進めてまいりますが、本稿で
は、6月1日からの運用を予定している「ルーム」機能の
サービス内容について紹介いたします。

1．「ルーム」機能
（1）「ルーム」機能の概要
ルームは、インターネットを通じた、登録したメンバー
内での情報の利活用のためのサービスで、基本サービス
として、ファイル共有とWeb会議をセットで利用しや
すく提供します。
ルームでは、日常的に使用する「平常ルーム」と、災
害対策時用の使用を想定した「防災ルーム」を用意します。
（2）平常ルーム
平常ルーム、防災ルームとも、基本サービスとしてファ
イル共有とWeb会議を利用できます。
ファイル共有では、ルーム内のフォルダに各種ファイ
ルを登録することにより、メンバー間での共有閲覧が可
能となります。
Web会議では、インターネットを介して、複数拠点、
複数人で映像、音声によるオンライン会議を行えます。
これにより会議にかかる会議室の手配、資料配布等の作
業軽減、移動時間や出張コストの削減につながります。
公共事業での情報共有は、建設会社等が準備するASP
サービスが利用されていますが、JACICでは、情報共有
のためのクラウドを発注者自らが主体的に保持すること
が重要と考えます。これにより、発注者主体で、様々な
関係者間での多様な情報共有が実現され、公共事業執行
の合理化に貢献するものと期待されます。
また、測量調査から維持管理にわたるデータの利活用、
の基盤が形づくられ、発注者の仕事の仕方が変わる一歩
になるものと考えています。
（3）防災ルーム
国土交通省などの公共事業管理者は、自然災害対策全

般にわたり重要な役割を担っていますが、ルームの機能
は、災害対策時に大きく貢献できるものと思われます。
そこで、上記の平常ルームの契約者様には、必要に応
じて、災害対策時用に、防災ルームも追加用意すること
とします。
防災ルームでは、多くの災害対策関係者による利用が
見込まれ、共有するデータ量も多くなることが予想され
　ます。また、使用する期間や回数が、災害対応の期間
や、その準備など、限られた期間と回数となることが予
想されます。そのため、平常ルームよりも、利用者数、デー
タ量等の上限を緩和するとともに、実際に使用した月数
で利用料金を設定するなど、災害対策時の利用に配慮し
た仕様とします。

図表-2　ルーム機能のサービス内容
ルーム種類 提供サービス内容（予定）
平常ルーム １．ファイル共有

　・登録メンバー上限：30 人
　・データ容量上限：300㎇
２．Web 会議
　・登録メンバーでの利用
　・同時接続数：10 箇所
　（複数人が同時に会話できる対面方式）
３．料金等
　・月額 6万円での年度契約

防災ルーム １．ファイル共有
　・登録メンバー上限：100 人
　・データ容量上限：600㎇
２．Web 会議
　・登録メンバーでの利用
　・同時接続数：30 箇所
　�（主に司会者が説明し、司会者が発言者を指名
するセミナー方式）
３．料金等
　�・年度基本月額 2万円＋利用月使用料 8万円で
の年度契約

2．防災ルーム活用ガイドライン
（1）ガイドラインの目的
災害対策時には、時々刻々と変化する情勢に対応した
災害情報を、組織内部や外部の関係者間で、各々の目的
に応じて、迅速かつ円滑に共有しなければなりません。
また、情報共有を円滑に実施するために、時間経過とと
もに変化する情勢に応じ、また、情報共有の目的に応じ、
対応する必要があります。
JACICでは、河川を管理する現場事務所の河川災害時
の災害対応支援の一助として、災害時のタイムラインを
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ニュースと解説
もとに防災ルームの活用方法を提案するとともに、活用
にあたっての留意事項をとりまとめた「防災ルーム活用
ガイドライン（河川編）」を策定中です。
（2）防災ルームの構成案
防災業務時には、組織内部、外部の関係者で情報共有
を円滑に実施するために、以下のように、情報共有の目
的、相手等に応じて複数のルームを設置することが望ま
しいと提案します。
A）災害対策ルーム
現場事務所等が組織内部での情報共有を行うことによ
り事務所の災害対策支部機能の一部を担うことを目的に
設置します。
B）地方自治体との情報共有ルーム
地方自治体等外部の関係機関との災害情報共有を目的
に設置します。Web会議を用いて市町村長への一斉ホッ
トラインを行うことができます。
C）TEC-FORCE情報共有ルーム
大規模災害時に派遣されるTEC-FORCE間の情報共
有、TEC-FORCEと指令本部等との情報共有を目的に設
置します。
D）平常ルームの活用
災害時には、防災ルームと合わせて、平常ルームを災
害の予測、緊急措置や復旧工法の検討、被災情報の共有
等に活用します。
（3）タイムラインに沿ったルームの活用案
1）事前準備
防災業務を迅速に進めるために、リエゾンやEC-FORCE
など事前登録ができない者以外は、防災ルームへの参加
者の事前登録が望まれます。ガイドラインでは、事前登
録の手順、利用条件、使用機器についても提示します。
2）タイムラインに沿った活用シナリオ
河川災害時の、平常時〜注意体制、警戒体制、非常体
制、というタイムラインに沿ったルームの活用案を、提
案します。（図表-4）

3．新型コロナ対策支援としてのルーム試行
世界的に新型コロナウイルスの感染が大問題となって
いますが、感染予防の対策としてテレワークの推進が挙
げられています。このような状況の中、3月に、国土交
通省四国地方整備局企画部から、検査業務等の安全安心
な履行のため、運用準備中のJACICクラウドを試行した
いとの依頼があり、JACICとして支援させていただきま
した。
その後も新型コロナウイルス感染の影響は広がり続
け、4月7日には、緊急事態宣言が発令されました。
JACICでは、準備中のルームの試行を5月末まで継続
することとし、利用のご依頼があった国交省の各部署に、
ルームの提供をさせていただいております。
このような有事の際に、ルームの有するファイル共有、
Web会議機能が、大変有効であり、期待も大きいこと
が実感できました。また、平時の際の業務の効率化にも、
大きく貢献するものと期待されます。
試行でいただいたご意見を参考とし、より一層利用し
やすいシステムにするよう取り組んでまいります。

図表-3　ルームの試行状況（予定を含む）
整備局名 利用部署名（数）
北陸地方整備局 事務所（1）
関東地方整備局 事務所（1）
中部地方整備局 企画部
中国地方整備国 事務所（4）
四国地方整備局 企画部、事務所（3）

※4月24日時点の状況

おわりに
JACICクラウドでは、新たなサービスを順次検討し、
充実を図ってまいります。
今回のサービスを皮切りに、発注者、建設業界の業務
の高度化、効率化により一層貢献できるよう、努めてま
いります。
� （JACICソリューション　計画監理部　大澤健治）

図表-4　防災ルームの活用イメージ
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1．はじめに
去る2月5日に開催された第3回BIM/CIM推進委員会で

は、BIM/CIM普及のための実施体制について審議され

ました。今回はBIM/CIM普及の方向性と技術的課題に

ついて、特に『人材』という視点で推進委員会での審議

概要を一部紹介します。

2．国土交通省におけるBIM/CIM技術者の育成
（1）課題認識

3次元情報を使用したBIM/CIMの導入にあたっては、

様々な企業が新技術の開発や新たな利活用に取り組んで

います。その中で、3次元情報に係る高度な専門知識を

保有し、現場での課題解決と付加価値の創造と技術革新

を実現できる創造的な実務能力を発揮できる『人材』の

育成は、喫緊の課題となっています。

（2）BIM/CIM教育・訓練フレームワーク（案）

3次元情報を最大限に活用するために必要とされる受

発注者双方の『人材』について、習得すべき専門的な知

識と技能の観点から整理された人材育成と評価の枠組み

が「BIM/CIM教育・訓練フレームワーク（案）」です。

本フレームワーク（案）は、建設生産・管理システム

におけるBIM/CIMの活用に必要となる「知識体系」を「階

層（役職）別」と「教育訓練方法」の観点で整理された

もので、本フレームワーク（案）の活用と拡充を図るこ

とで、建設分野において情報を扱う技術者の適切な評価、

産学連携による実践的教育の推進、国際的な人材育成へ

の取り組みを推進することを目指しています。

（3）日本製コンピテンスセンターの設置

ドイツ連邦交通デジタルインフラストラクチャ省では

2020年末のBIMの義務化に向け、またBIMの普及促進の

ため、以下に示す6つのアクションプランを持つBIMコ

ンピテンスセンター（planen-bauen�4.0�Gmbh）を設置

しています。

⃝　�AP1（BIMコンピテンスセンターの運営）：政府と

の連携・調整、委員会の運営を行う。

⃝　�AP2（BIM導入のコーディネート）：既存の活動調整、

国内標準化活動を行う。政府のBIM導入を支援する。

⃝　�AP3（教育、連携、広報）：教育・訓練を行う。

BIMクラスター（地方政府）との調整を行う。国際

標準化活動、広報活動を行う。

⃝　�AP4（情報、データやアプリケーションの提供）：

AIAの自動生成ソフトウェア、カタログの生成ソフ

トウェア等を開発する。BIM-Portalの検討と開発を

行う。

⃝　�AP5（維持管理・運用段階のBIMの検討）：維持管理・

運用段階にフォーカスしユースケースを検討する。

⃝　�AP6（2020年以降のBIMの戦略）：今後5年間のBIM

戦略を作成する。

図-1　planen-bauen 4.0の研修に関する活動例

このドイツのBIMコンピテンスセンターでのAP2〜

AP4を参考に、BIM/CIMの活用、建設情報を扱うため

の『人』「ルール」「情報」を視点から、表-1に示す機能

と役割（案）を持つ新設または既存組織の活用した日本

版コンピテンスセンターの設置検討が始まろうとしてい

ます。併せて、別途『人材』育成のための研修や講習会

を実施することも検討されています。

表-1　日本版コンピテンスセンターの機能と役割
AP（独） 機能と役割（案）

AP2

『人』
BIM/CIM活用支援
・技術的支援
・各種調査、技術開発

「ルール」
技術情報提供
・基準類等の提供
・ソフトの認定

AP3 『人』 教育、訓練
・研修、講習会の実施

AP4 「情報」 情報の管理
・建設情報の電子納品のシステム運用

参考資料等
・国土交通省HP：
　http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000037.html
・planen-bauen�4.0からの提供資料

� （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その49）
― BIM/CIM技術者の育成 ―

BIM/CIMコーナー

http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000037.html
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（一財）日本建設情報総合センターでは、財団の目的に合致した建設分野における情報・システムを活用した調査研
究を対象に研究助成を行っており、令和2年度は、以下のとおり助成の対象を公募しています。

1．公募期間
令和2年4月16日（木）〜令和2年6月30日（火）

2．研究助成の対象課題

①建設情報の標準化に関する調査研究
② 3次元モデルや3次元データの活用による建設生産性向上、維持管理の効率化・高度化に関する研究
③建設分野におけるデータベース、データプラットホームの活用に関する調査研究
④ �ICT等に関する技術（AI、5G/IoT、VR、AR、MR、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

⑤ �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）及び建設現場での危機管理時の業務継
続におけるICT活用に関する研究

⑥建設分野の情報技術者の育成に関する調査研究
⑦市民学習（インフラ整備・管理や防災等）への活用に関する調査研究
⑧その他（上記①〜⑦以外で、財団の業務に関連する課題）

3．助成対象者
上記研究項目に関心を有する大学、高等専門学校、民間�（各種団体が運営する委員会等も含む）�等の研究者とし、学

識経験者等による審査のうえ決定します。
助成を申請される研究者は、1人あたり1件とします。（共同研究の場合も同様）

4．助成期間
助成期間は、令和2年9月1日から令和3年11月30日まで（1ヵ年）もしくは令和4年11月30日まで（2ヵ年）とします。

5．助成金額及び採択件数（各研究枠をあわせて6件程度を予定）

2ヵ年の研究：助成額�600万円以内　　　助成件数　1件以内
1ヵ年の研究：助成額�300万円以内　　　助成件数　未定
上記以外に若手研究者（令和3年4月1日時点で満35歳以下）の研究（期間1ヵ年）
� ：助成額�100万円以内　　　助成件数　2件以内

公募案内の詳細は、JACICのホームページ（http://www.jacic.or.jp/josei/r02/）に掲載していますので、確認のうえ、
ご応募ください。
平成31年度は、2ヵ年の研究1件、1ヵ年の研究4件、若手研究者の研究1件（合計6件）を採択しました。

問合せ先　　一般財団法人日本建設情報総合センター　建設情報研究所　榎村、清水
E-mail：grant-prog@jacic.or.jp
※お問い合わせはメールのみでお願いします。
� （建設情報研究所　研究員　清水知子）

令和2年度 （一財）日本建設情報総合センター
研究助成公募案内

JACIC からのお知らせ

http://www.jacic.or.jp/josei/r02/
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令和2年3月18日に開催された理事会において、令和2

年度JACIC事業計画が承認されました。以下にその概要

を紹介します。

＜＜令和2年度の基本方針と重点事項＞＞
令和2年度の国家予算案では、公共事業関係費について

安定的な確保を行い、河道掘削や無電柱化、インフラの

老朽化対策などについて新たに個別補助制度を創設し、

防災・減災、国土強靭化への重点化を推進することとし

ています。また、国土交通省においては、「被災地の復旧・

復興」、「国民の安全・安心の確保」、「生産性と成長力の

引き上げの加速」及び「豊かで暮らしやすい地域づくり」

の4分野に重点化し、施策効果の早期発現を図るとして

います。

このような背景のもと、JACICでは、社会資本整備の

主体を担う建設分野において、コリンズ・テクリス、積

算システム、電子入札等の建設情報の提供、建設情報シ

ステムの開発・提供、建設情報の共有化に必要な標準化

活動を行うとともに、BIM/CIMの普及・推進及びICT

の活用促進による建設生産システムの高度化を図ること

により、i-Constructionの実現を支援し、生産性の向上

を推進することとしています。

令和2年度は特に、以下の事項について重点的に取り

組みます。

①��これまでの「公共調達に関わる情報提供」ならびに「建

設情報に関わる研究開発」に、「建設プロセスに関わ

る情報の利活用促進」を追加し、総合的な建設情報の

提供を実現します。

②��建設プロセスに関わる情報の利活用促進を目指し、

ソリューション部門（JACICソリューション）を創設

して、建設現場の生産性向上と仕事改革を進めます。

③��ソリューション部門の核としてJACICクラウドを創

設し、関係機関や各種サービス提供者等と連携した

JACICクラウドの運用を図り、建設現場の課題解決を

目指します。

＜＜個別事業計画＞＞
■　建設情報化推進事業

当事業は、公益事業として実施する事業です。

▲�自主研究開発事業

自主研究として、「JACIC“i-Con”チャレンジ戦略」

に基づき、

①�　建設生産プロセス全般における関係者間での3次元

モデル等の建設情報を共有し、利活用するシステムの

調査検討

②�　建設現場の臨場における確認・検査に活用できる新

技術や新システム（ツール）等の調査、またこれらを

用いた利活用検討

など、BIM/CIMをはじめとするi-Constructionの推進に

資する取り組みを行います。

標準化活動では、「社会基盤情報標準化委員会」のもと

で、公募によって得られたテーマについて検討する「小

委員会」と、標準化についての重要なテーマを検討する「特

別委員会」を実施し、特別委員会では、「ICTを活用した

画像・映像情報の利活用のあり方」について検討します。

また、国際的な標準化活動では、JACICと（一社）

buildingSMART�Japan（bSJ）が共同で設置した「国際

土木委員会」を運営し、bSI国際会議へ参加するととも

に、国内の関係機関における情報共有化等を推進します。

また、bSJと共同で土木分野におけるIFC検定を実施し、

BIM/CIMの普及を進めます。

▲�研究助成事業

新現場力の構築や建設生産性向上に寄与する調査研究

を対象に、大学等研究機関や民間の研究者に対して助成

を行います。

▲�広報事業

自主研究開発事業や研究助成事業等の成果を広く社会

に普及させることを目的として、JACICセミナー、建設

情報研究所研究発表会及び研究助成事業成果報告会等を

開催します。

また、ソリューション部門及びその核となるJACICク

ラウド事業を踏まえて、ホームページの改定、建設技術

展示会への出展等、広報活動の充実を図ります。

▲�建設分野の国際貢献に資する事業

各国研修団の受け入れなど、国際協力を行います。

■　公共調達情報提供事業

発注機関の適正な業務執行支援と効率化を目的とし

JACIC からのお知らせ

令和2年度JACIC事業計画について
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て、公共調達に関する必要な各種情報を提供します。

▲�入札情報提供事業（統合PPIサービス）

公共発注機関における入札・契約手続きの透明性向上

等のため、公共発注機関の入札情報を一元的にWebサ

イト上で提供する「入札情報サービス（統合PPI）」を

運用します。また、品確法改正に基づき「中長期発注見

通し」情報の登録・検索・閲覧機能を追加します。

▲��コリンズ・テクリス事業（工事・業務実績情報シ

ステム）

公共機関が発注した工事・業務の実績情報を提供する

システムを運営します。令和2年度は、直接提供方式の

サービス及び、コリンズデータを利用した「平準化率デー

タ提供サービス」を開始します。

■　公共調達支援システム事業

公共工事の入札・契約に係る業務の効率化を支援する

各種システムを提供する事業を実施します。

▲�積算システム事業

国土交通省の土木積算システムの運用支援、市町村を

含む地方公共団体へのWeb版土木工事積算システムの

運用支援、及び土木工事標準積算基準データの普及を継

続して実施します。

▲�電子入札システム事業

昨年リリースした「電子入札補助アプリ」について、

オラクル社のJava（JRE8）の有償サポートの期限であ

る9月末までに発注機関及び応札者が利用していただけ

るようにします。また、Internet�Explorer11以外のWeb

ブラウザ対応に向けた検討・開発を進めます。

■　建設情報提供サービス事業

建設事業の効率化、建設技術の向上及び建設生産性の

向上を目的として、建設情報の利活用環境の提供や建設

関連情報の提供を行います。

▲�建設副産物情報サービス事業

循環型社会を構築するため、建設副産物情報交換シス

テム（COBRIS）及び建設発生土情報交換システムにつ

いて、更なる普及促進に努めます。また、保守期限が近

づいている現システムの更新を行います。

▲�建設関連情報提供サービス事業（JACIC�NET）

国土交通省等のニュースや都道府県・政令指定都市等

の入札情報など、建設関連情報を広く収集蓄積し、イン

ターネットによる情報提供を会員制で行います。

▲�建設技術審査証明事業

民間において研究・開発された新技術の普及促進に寄

与するため、「建設技術審査証明協議会」の一員として

審査証明及び普及活動を実施します。

▲�JACICクラウド事業

4月からJACICクラウドの運用を開始します。手始め

にコリンズ・テクリスや建設副産物情報交換システム等

のJACICサービスを、1つのIDとパスワードで利用（シ

ングルサインオン）できることを目指し、コリンズ・テ

クリスの発注機関が利用する検索システムをJACICクラ

ウドで提供します。また、Web会議、ファイル共有等の

ルーム関連のサービス、画像共有システム等のサービス

を提供するとともに、チャレンジ戦略に基づく具体的な

提供サービス及び取り組みについて「JACIC“i-Con”

アクションプラン」（仮称）に取りまとめます。

あわせて、発注者における3次元データ活用スキル向

上のため「発注者BIM/CIM研修」を実施するなど、

BIM/CIM普及推進のための事業を実施します。

■　建設情報調査研究開発事業（受託事業）

JACICがこれまでに蓄積してきた建設情報やBIM/

CIMに関する技術を活かし、業務を受託することを通じ

て建設情報システムに関する調査研究及び開発・改良を

実施します。

令和2年度は、i-Constructionの推進を支援し、建設情

報の有効活用や建設生産管理システムの向上に寄与する

ものとして、「BIM/CIMの推進」、「建設情報を利活用す

るプラットフォームの構築」、「統合モデルに関する調査

研究」、「積算の高度化に向けた検討やデータ分析」及び

「建設リサイクルの推進」等に関する調査業務を受託し

て実施するよう努めます。

＜＜あとがき＞＞
令和2年度は、以上の各事業を着実に実施することに

より、建設分野の情報化と�i-Construction�を推進し、

建設分野の生産性向上に寄与することを目指します。

なお、本計画については、建設事業に係る各分野の動

向や建設情報に関連する技術の進歩等、建設分野を取り

巻く環境の変化に対して、柔軟かつ迅速に対応し、社会

要請に応えた効果的な事業となるよう努めます。

� （経営企画部長　小川智弘）

JACIC からのお知らせ
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四国地方センターは、四国4県を担当管内として、JACIC
の各種システム等の普及促進活動を行っています。前回
報告（2019.7月号）以降の主な活動をご紹介します。
■JACICクラウド
【ルーム機能】
「JACICからの新しい仕事の仕方の提案」として、7月
以降、主として四国地方整備局、関係事務所の皆様に
JACICクラウドが目指すもの、JACICクラウドによりも
たらされるものについてご紹介してまいりました。中で
もルーム機能は、3Dビューア機能やファイル共有機能
を備え、行政管理者（発注者）に寄り添った環境を提供
できることから、JACIC本部・尾澤理事、高橋経営企画
部次長とともに令和2年2月19日（水）、20日（木）の2日
間でルーム機能が体験できる試行キットデモを実施しま
した。四国地方整備局、香川河川国道事務所、松山河川
国道事務所の皆様とJACIC本部間でルーム機能を体感い
ただきました。

四国地方整備局とのルーム機能試行状況（JACIC本部）
四国地方整備局では折からの新型コロナウィルス対策
の一環として本ルーム機能を早期に試行導入したいとの
ご意向をいただいたことから、3月5日には四国地方整備
局においてご担当者様のご参加をいただき、実操作デモ
と意見交換会を行いました。職員の皆様から操作が簡単
で扱いやすい等、好評価をいただきました。

ルーム機能を実操作される四国地方整備局の皆様
試行準備を終え3月16日からは四国地方整備局、香川
及び中村河川国道事務所の他4事務所において、業務検
査等にルーム機能を実際に利活用頂いております。

■BIM/CIM講演会
高知県土木部主催の「令和元年度i-Construction講座」

（令和元年12月3日）に参加し、中小企業の中でもi-Con
への取組で全国トップレベルにある企業と意見交換を行
い、BIM/CIMに積極的に取り組む四国内の中小企業へ
の支援について合意を頂きました。

令和元年度i-Construction講座の状況
以前よりご相談のあった香川県内の企業をこのトップ
レベル企業にご紹介することにより2月10日から14日の5
日間の企業内OJT研修が実現しました。OJTには2名の
若手女性技術者が参加されましたが、研修終了後の感想
で「CIMによる現状業務のムダの見直し」「新しい便利
なツールがあればどんどん乗り換えていくべき」といっ
た積極的な意見があり、今後の活躍が期待されます。

トップ企業でのOJTの状況
■電子入札コアシステム
四国地方では、国の機関や四国4県、香川県広域水道事
業団、33市町村の41団体で運用されており、市町村の導
入率は35％と未だ低い状況ですが、令和2年度より新たに
香川県坂出市、徳島県美波町2町が県との共同利用を開始
されています。また6月には「令和2年度四国地方ブロッ
クコアユーザ会議」を高松市内で開催する予定です。
■建設フェア四国2020in徳島
四国の建設フェアは2年に一度の隔年開催となってい
ます。今年度は開催年となっており、徳島県徳島市の「ア
スティとくしま」において10月30日（金）、�31日（土）
の2日間の予定で開催されます。
また同時開催イベントとして「2020�建設リサイクル技
術発表会・技術展示会」が同会場で開催される予定です。
� （四国地方センター長　石田和敏）

四国地方センター活動報告
地方便り
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