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特集　コロナ禍以降の新しい仕事の仕方特集　コロナ禍以降の新しい仕事の仕方

新型コロナウィルスの影響により、従来の仕事の仕方
は、感染防止の観点等から変更を余儀なくされました。
Web会議や在宅勤務など代替手段により業務の継続が
図られました。それぞれの現場において試行錯誤がなさ
れ、十分な準備もできず、急遽不慣れな方法の採用など
により業務効率や業務内容の低下など業務遂行において
課題が生じています。特に情報共有環境の脆弱さを露呈
しました。

新型コロナウィルスの業務への影響が大きいだけでな
く、長期化する可能性がある中、緊急時の対応の重要性
のみならず、従来の仕事の仕方そのものを見直すことが
重要です。

これまでJACICでは、i-Constructionの推進を支援す
るため、現場における生産性の向上を目指し、ICTを活
用した新現場力を用いた新しい仕事の仕方を提案してき
ました。ここでは5つの具体的な目標と目標達成のため
の3つの視点を提案しています。

今般の新型コロナウィルスの教訓から、新しい仕事の
仕方として、クラウド技術の即時性、同時性を活かし、
リスクを低減したり、回避したりできる環境での業務遂
行やDigital Twinの実現による実社会からの影響を受け
にくい仮想環境の利用を提案します。現在脆弱なICTを
活用した情報共有環境の強靭化を図り、BCPを内部目的
化した新しい仕事の仕方をJACICクラウドの活用で実現
します。これはICTによる新現場力の活用において、建
設生産性の向上のためのi-Constructionと共通してお
り、親和性が高いものです。

このため今後、コロナ禍以降の新しい仕事の仕方とし
て、建設生産性の向上のためのi-Constructionの推進に
ICTを活用した情報共有環境の強靭化を含めて進めてい
きます。

JACICソリューションでは、新しい仕事の仕方として
これまで提案してきた5つの具体的な目標と3つの視点を
こうした観点を含めたものとして考え、JACICクラウド
を用いて一層の早期実現を目指していきます。

 （理事　尾澤卓思）

i-Constructionと情報共有環境の強靭化
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新型コロナウィルスの影響で、会議や打ち合わせ、現
場における監督、検査、巡視等の活動が感染防止のため、
Web会議の利用など代替手段により執行されることに
なりました。現場において、実用的な代替手段を確保す
ることが急務となりました。

そこで、本格運用に向けて準備してきたJACICクラウ
ドの試行版を無償提供し、地方整備局の業務支援を実施
してきました。3月から支援要請のあった四国地方整備
局において緊急支援措置を行い、4月からは、本省、5地
方整備局（7組織、15現場事務所）へと拡大をしました。

（図－1）

5月からは第2弾の緊急支援措置として、出水期の前に
“災害に備えて”という観点からJACICクラウドの活用

（新現場力）による防災力の強化を図りました。喫緊の
課題として、現場において情報共有や活動の能力が低下
し、防災力の低下が懸念されます。そこで、JACICクラ
ウドの防災ルーム（試行版）とその活用方法を示したガ
イドラインを提供するとともに、4月からサービスを開
始している360°カメラの画像情報共有システムを無償提
供しました。従来の方法に加えて防災対応の多重化を図
り、防災力の強化に資する。緊急支援措置は、第1弾、
第2弾ともに5月末までとしました。5月には、地方自治
体を含め、47機関に提供しました。（図－2）

6月からはJACICクラウドの本格運用を図りますが、

新型コロナウィルスの影響を鑑み、第3弾としてこれま
で実施中の緊急支援措置を希望に応じて6月末まで1か月
間無償提供を延長します。

また、本格運用に伴い、平常ルームの30日間の無料お
試し利用を開始するとともに、350°カメラ画像情報共有
システムについても30日間の無料お試し利用を開始しま
す。

【緊急支援措置】
第1弾　2020年3月〜5月末
① JACICクラウド試行版　平常ルーム（会議室方式）を

無償提供

第2弾　2020年5月〜5月末
① JACICクラウド試行版　平常ルーム（会議方式）、防

災ルーム（セミナー方式）を無償提供
・洪水予報連絡会、水防連絡会等での利用
・情報伝達訓練
・現場巡視、確認
・災害対応（本番）

② 「JACICクラウド防災ルーム活用ガイドライン（案）【河
川編】」を①と併せて提供
・ タイムラインを用いた防災ルームの活用の仕方と留

意点
③ 360°カメラの画像情報共有システムを無償提供

第3弾　2020年6月〜6月末
① 第1弾、第2弾の対象者で希望する者に6月末まで無償

提供を延長

本格運用後の措置
①本格運用はお試し利用を追加
②360°画像情報共有システムについてもお試し利用を追加
� （理事　尾澤卓思）

新型コロナウィルス対策緊急支援措置の実施
ーJACICクラウドの試行版を無償提供―
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情報共有環境の構築は、業務における情報共有の目的
に応じて、必要性、重要性、セキュリティの確保等の観
点から、様々な方法の利用が考えられます。

そこで発注者の「テレビ会議がしたい」「クラウドで
仕事がしたい」「もっと上手に良い仕事がしたい」とい
う3つの要望を段階的な要求レベル（目的）として捉える。

「テレビ会議がしたい」という第1段階の要求レベルは、
音声・画像をWeb会議機能（星印1）で共有、「クラウ
ドで仕事をしたい」という第2段階になると、第1段階に
データやモデルを加えてファイル共有機能（星印2）を
付加、「もっと上手に良い仕事をしたい」という第3段階
は、さらに現場における情報の利活用方法（3次元管内
図（データプラットフォーム）、情報共有のためのガイ
ドライン・手順書、情報ハブ機能、360°カメラ画像共有
システム等）の提供による現場支援機能（星印3）の付
加と、段階的に機能をアップしたツールを用意する必要
があります。

情報共有ツールの調達にあたっては、各要求レベル（目
的）に合ったものを調達することが基本であり、ツール
による特徴、つまり機能のみならずセキュリティに関わ
る条件を含めて理解して選択する必要があります。

BIM/CIMの推進に伴い、新しい仕事の仕方を進めて
いく中で、第3段階の要求レベルに応えるツールのニー
ズは増すものと考えられ、JACICでは、建設分野の行政
管理者（発注者）の様々な要求レベルに寄り添うことを
基本に、星印1〜3を満たすJACICクラウドを提供してい
きます。また、災害時の対応は、さらに柔軟な対応が必
要であり、これにも応えることとしました。

JACICクラウドでは、汎用ソフトとは異なり、現場の
具体的な業務の支援を念頭に、情報共有の対象となる情
報の生成、連携、利活用までをデータプラットフォーム
を用いて幅広くカバーし、現場における生産性向上に大
きく貢献することを目指します。

 （理事　尾澤卓思）

情報共有ツールの利用目的と仕様

図-1　情報共有ツールの生産性向上への貢献イメージ

図-2　段階ごとの要求レベル
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1．はじめに
JACICでは、JACICクラウドの「ルーム機能＊1」を6

月1日から本格運用を開始しました。ルームには日常的
な業務等における利用を想定した常設の「平常ルーム」
と、防災業務の効率化、高度化を図ることを目的として、
防災業務発生時に開設、利用する「防災ルーム」があり
ます。ルームの本格運用開始にあたり、防災ルームの活
用方法や活用にあたっての留意点をとりまとめた

「JACICクラウド防災ルーム活用ガイドライン（案）【河
川編】」（以下「本ガイドライン案」と言う。）を作成し
ましたので、その概要を紹介します。

2．本ガイドライン案の概要
（1）本ガイドライン案の目的

河川を管理する地方整備局等の現場事務所において、
河川災害時のタイムラインに沿った防災ルームの活用シ
ナリオを自ら作成する際に、本ガイドライン案を活用い
ただくことを目的としています。活用シナリオの作成に
あたっては、想定される災害の特性や災害の不確実性を
十分考慮し、個々の現場に適したものとしていただくこ
とが重要です。

また、防災ルームの活用の仕方は実践を通じて検証、
改善を繰り返しながら充実させていくこととしています。
（2）防災ルームの機能

防災ルームは、①Web会議、②ファイル共有、③情
報ハブ機能（FRICS等外部サービスとの情報連携を今後
実装予定）、及びオプションとして④360°カメラ画像共
有システム、の機能を提供します。

これらの機能を活用することにより、クラウド技術に
よる即時性、同時性を活かした方法や、360°カメラなど
の画像共有という新しい機能を付加した方法を防災業務
に導入することが可能となります。また、必要な情報を
一元的に集約、整理して共有することにより、効率的、
効果的な防災対応に資することが期待できます。
（3）防災ルームの構成

防災業務時には、組織内部又は外部の関係者間で様々
な災害関連情報を迅速、円滑に共有しなければなりませ
ん。そのためには、以下のⒶ〜Ⓓに示すように目的別に
複数のルームを設置し、情報共有の相手、情報内容に応
じた運用を行うことを提案しています。
Ⓐ災害対策ルーム（組織内部での災害関連情報の共有）
Ⓑ市町村等との情報共有ルーム
ⒸTEC-FORCE情報共有ルーム
Ⓓ平常ルーム（災害発生前の施設点検や復旧対策検討に
あたっての受発注者間の情報共有等）

防災ルームの構成と活用イメージを図1に示します。
（4）タイムラインに沿ったルームの活用

防災ルームの運用を河川災害時のタイムラインに位置
付け、タイムラインに沿って以下①〜⑦に示すルームの
活用シナリオを提案しています。実際の適用にあたって
は、本シナリオ例を参考にしつつ、気象と出水の関係、
管理施設や流域等の人口や資産状況等、現場の事情に応
じた災害対応を踏まえたシナリオを作成していただくこ
とを想定しています。
1）平常時〜注意体制
① Web会議を利用した施設（水門、樋管、排水機場等）

の点検・操作確認
2）警戒体制
② 災害対策ルームを開設し、災害情報の一元的共有を開始

JACICクラウド防災ルーム活用ガイドライン（案）
【河川編】の作成

図1　防災ルームの構成と活用イメージ
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③ 市町村等との情報共有ルームを開設し、沿川市町村と
の河川情報や被災情報等の共有を開始

④ Web会議による沿川市町村長への一斉ホットライン
3）非常体制
④ Web会議による沿川市町村長への一斉ホットライン
（再掲）

⑤ Web会議及び画像共有システムによる被災現地状況
の即時、同時共有

⑥ TEC-FORCE情報共有ルームを開設し、TEC-FORCE
間の情報共有を開始

⑦ Web会議による受発注者間での応急対策、復旧対策
の検討
河川災害時のタイムラインとルーム活用場面との関係

を図2に示します。
（5）防災ルーム活用にあたっての留意事項
1）従来手法に加えた情報共有手法の多重化

電話や電子メール等による従来からの情報共有手法の
使用を前提として、加えて防災ルームを活用することに
より、防災業務の高度化、効率化を図ることが望ましい
としています。
2）通信環境の確認・確保

通信サービスエリアの事前確認や衛星通信等の大体通

信手段の確保を検討しておくことが望ましいとしています。
3）平常時からのルームの活用

防災業務時に必要な機器やシステムは、普段から使い
慣れておくことか必要であるため、平常業務からJACIC
クラウドの平常ルームを使用し、ルームを活用した情報
共有手順に慣れておくことを推奨します。
4）事前演習等での防災ルーム活用

防災業務時のシナリオに沿った操作の習熟のため、水
防演習や情報伝達訓練等の事前演習時に訓練として使用
しておくことが望ましいとしています。また、水防連絡
会や大規模氾濫に関する減災対策協議会等の会議にルー
ムのWeb会議、ファイル共有を活用することで会議の
効率化に資する可能性があります。

3．おわりに
本ガイドライン案は、防災業務経験を有するJACIC職

員が、その経験を通して今後の防災業務のあり方に資す
るJACICクラウドルームの活用方法を提案したものです
が、現場の皆様の実践を通じて改善を図る必要があると
考えています。是非積極的に防災ルームを活用いただき、
ご意見ご要望をお寄せいただきますようお願いします。

 （JACICソリューション部門　事業推進部　榎村康史）

図2　河川災害時のタイムラインとルームの活用場面
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1．はじめに
JACICでは、i-Constructionの推進のための重要な核

の一つであるBIM/CIMの普及促進に向けて、JACICセ
ミナーの開催や発注者BIM/CIM研修の実施など様々な
取り組みを進めているところです。

今般、新型コロナウイルスの影響により、研修やセミ
ナーなどの開催ができず、Web会議による在宅勤務等
の勤務形態が広まった中で、JACICが保有するBIM/
CIMに関する学習コンテンツについて、これまで非公開
あるいはJACIC-NET会員限定で公開していたものもあ
わせて、Webを活用したBIM/CIMの学習コンテンツと
してJACICホームページで無料公開し、感染防止対策の
下でのBIM/CIMの普及・推進に資することとしました。

期間は2020年8月末までで、下記Urlにて公開します。
https://jacicloud.jp/study.html

2．コンテンツの概要
これからBIM/CIMを学ぼうとする建設分野の従事者

を主な対象と考え、順を追ってBIM/CIMが理解してい
ただくことを念頭に、以下に示す3部構成でコンテンツ
を整理しています。
（1）第Ⅰ部：BIM/CIMの基礎を学ぼう

BIM/CIM及びBIM/CIMの基本となる3次元CADにつ
いてわかりやすく解説しています。

BIM/CIMとは何かを知っていただくためのコンテン
ツとしてJACICが作成した広報用の動画の他、国土交通
省大臣官房技術管理課作成の「はじめてのBIM/CIM」
パンフレットを掲載しています。

また、BIM/CIMに用いられる3次元CADおよび用語
解説については、JACIC坪香顧問がJACIC内部の学習用
に作成したコンテンツ集「坪香ライブラリ」から、テキ
スト及び動画の講義資料を今回期間限定で外部公開して
います。
（2）第Ⅱ部：BIM/CIM導入に向けた取り組みを知ろう

建設分野におけるBIM/CIMの導入に向けた、国の取
り組みや各事業における具体的な活用事例、またJACIC
の取り組みについてもご紹介します。

国の取り組みとしては、JACICが昨年12月に実施した
発注者BIM/CIM研修（初級）の講義テキスト「BIM/
CIMの現状と今後」を掲載するとともに、昨年秋の
JACICセミナーで国土交通省大臣官房技術管理課様より

いただいた、国土交通省のBIM/CIMの取り組みに関す
る講演資料及び動画を掲載しています。

次に、BIM/CIM導入事例の紹介として、2015〜2017
年にJACICと熊本大学との共同研究成果として作成した
ウェブ冊子「CIMを学ぶⅠ・Ⅱ・Ⅲ」により、鹿児島県
伊佐市の曽木の滝分水路や熊本県熊本市の新水前寺駅地
区交通結節点改善事業等におけるCIMを活用した事業マ
ネジメントの事例を紹介します。

さらに、JACICの取り組みとして、i-Constructionを
支援する「JACIC’i-Con’チャレンジ戦略」に関する講演
資料及び動画を、また、BIM/CIM統合モデルを活用し
たダム事業管理・維持管理の効率化に向けた提案を行っ
た講演資料及び動画を掲載しています。
（3）第Ⅲ部：BIM/CIMをさらに詳しく知ろう

ここでは諸外国におけるBIM導入の取り組みに関する
コンテンツとともに、最新の国の基準や要領など、より
詳しくBIM/CIMを知りたい方向けのウェブサイトへの
リンクをご紹介します。

諸外国の取り組みとしては、2016年から政府調達に際
してBIMを義務化したイギリスに関するJACIC坪香顧問
の講義、及びEU各国のBIMの取り組みを紹介した「EU 
BIM handbook」の日本語版をJACICが作成し、公開し
ています。

関連ウェブサイトへのリンクとしては、JACICにおけ
るBIM/CIMに関する自主研究成果等を掲載しているサ
イト、BIM/CIMに関する国の基準、要領やBIM/CIM推
進委員会の検討状況等を掲載している国土交通省大臣官
房技術調査課のサイト、及び国土交通省国土技術政策総
合研究所の「BIM/CIMポータルサイト【試行版】」を掲
載しています。

3．おわりに
JACICでは、本年度より新たに「ソリューション部門」

を創設し、その中にBIM/CIM普及・推進室を設置しま
した。BIM/CIM普及・推進室では、BIM/CIMに関する
研修の実施の他、学習に役立つコンテンツの作成等に取
り組むこととしています。

今回公開した「オンラインでBIM/CIMを学ぼう」が
皆様のBIM/CIM学習のお役に立てれば幸いです。

（JACICソリューション部門　 
 BIM/CIM普及・推進室　榎村康史）

BIM/CIM学習コンテンツ「オンラインで
BIM/CIMを学ぼう」の公開

https://jacicloud.jp/study.html
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