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はじめに

国土交通省では、これまで建設生産性の向上を目指し、

i-Constructionを本格的に推進してきました。2020年度

には、大規模構造物は予備設計からBIM/CIMを原則適

用とし、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BIM/CIMを原則適用とするなど適

用範囲を拡大してきました。こうした中で新型コロナ

ウィルス感染症対策を契機に非接触・リモート型の働き

方への転換と抜本的な生産性や安全性向上を図るため、

5G等基幹テクノロジーを活用したインフラ分野のDXの

推進が図られることになりました。BIM/CIMの活用を

積極的に進め、2023年度までに小規模なものを除く全て

の公共工事についてBIM/CIM活用へ転換されます。い

よいよモデル事務所だけでなく、どこの現場においても

BIM/CIMの活用はなされ、ICTによる新現場力は当た

り前のように使われる時代が始まります。

2023年度BIM/CIM問題

ここで考えてください。「あなたの現場では2023年

度までにBIM/CIMをどう扱いますか」

本気でこれの答えを持っていないと小規模なものを除

く全ての公共工事をBIM/CIM活用しようとしても利活

用ができないことになります。現状のままでは保管管理

システムへの納品は可能でも、現場において利活用を行

う環境が整備されません。このため、BIM/CIMのモデ

ルやデータは十分な活用がなされないことになります。

行政管理者は、BIM/CIM等ICTの活用にあたって、

測量・調査から維持管理までの各段階及び段階を跨いで

自らのために適宜使える情報共有環境が必要です。ここ

で必要な情報共有環境は、コロナ禍で必要となったWeb

会議ツールではなく、Web会議ツールと情報ASPを組

み合わせたBIM/CIMの情報共有環境であります。特に

複数の業務、各段階間の情報共有を長期的に継続して行

うとなると、ICTプラットフォームが必要となります。

JACICではJACICクラウドを用意し、ICTプラット

フォームを構築してBIM/CIMのモデルやデータを各段

階一貫して継続的に利活用できるサービスを提供しま

す。（図-1）

2023年度BIM/CIMを真に使いこなすには、こうした

準備をしながらBIM/CIMの導入を図らなければなりま

せん。

おわりに

インフラ分野のDXの推進は、各種要領や基準の整備

と併せて、現場における意識改革・人材育成と情報共有

環境の整備が不可欠であり、ルール、スキル、プラット

フォームの3要素が揃わなければならないのです。（図

-2）

国総研DXセンターや地方整備局の人材育成センター

ニュースと解説

考えよう現場のDX
― 2023年度BIM/CIM問題 ―
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ニュースと解説
等の国土交通省におけるインフラDXを推進する体制整

備を踏まえて、JACICでは、JACICクラウドを核にプラッ

トフォームを活用した現場の具体的な取り組みを提案す

るとともに、これまで実施してきた研修等を含め、強力

にDXの実現を支援していきます。

� （理事　尾澤卓思）

参考文献

JACICʼi-Conʼチャレンジ戦略、JACIC、2020.8.1
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1．はじめに
国土交通省では、非接触・リモート型の働き方への転
換と抜本的な生産性や安全性向上を図るため、5G等の
基幹テクノロジーを活用したインフラ分野のデジタル・
トランスフォーメーション（DX）を強力に推進するこ
とになりました。
さて、そもそもDXとはどういう事でしょうか。筆者
の勉強を兼ね整理してみました。十分でないところはご
容赦いただき、概要についてご紹介します。

2．定義
DXを初めて提唱したのは、2004年スウェーデン・ウ
メオ大学のエリック・ストルターマン教授です（Ph.�
Eric�Stolterman� ,�Umeo�University）。教授は「ITの浸
透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化さ
せる」と定義し、次のような特徴を提示するものとして
います。16年前の提唱ですが、現在も通用するものでは
ないでしょうか。（難解な部分がありますが）
　�DXにより、情報技術と現実が徐々に融合し結びつ
いていく変化が起こる。

　�デジタルオブジェクトが物理的現実の基本的な素材
になる。例えば、設計されたオブジェクトが、人間
が自分の環境や行動の変化についてネットワークを
介して知らせる能力を持つ。

　�固有の課題として、今日の情報システム研究者が、
より本質的な情報技術研究のためのアプローチ、方
法、技術を開発する必要がある。
その後、様々な組織で「ITプラットフォーム」「デジ
タルビジネス」「経営」などの視点で定義されていますが、
「企業がデジタル技術を利用して事業の業績や対象を根
底から変化させる」ことと言って良いようです。

3．DX推進システムガイドライン（経済産業省）
経済産業省では、DXを推進するための新たなデジタ
ル技術の活用とレガシーシステム刷新に関するガイドラ
インを2018年に策定されています。
ガイドラインは、「DXの位置づけ」「体制・仕組み」「実
行プロセス」の構成で、失敗の典型パターンからDXを
実現すべくITシステムを構築していくうえでのアプ
ローチや必要なアクションを示しています。
また、同年に「デジタルトランスフォーメーションに

向けた研究会」を立ち上げ、DXを実現していく上でIT
システムに関する現状の課題やそれへの対応策について
議論し「DXレポート〜ITシステム「2025年の崖」の克
服とDXの本格的な展開〜」を取りまとめています。そ
の中で「2025年の崖」という警鐘を鳴らしています。
2025年の崖とは、下記の課題を克服できない場合、DX
が実現できないのみでなく、2025年以降、最大12兆円の
経済喪失が生じる可能性があることを言っています。
　�既存システムが、事業部門ごとに構築され、全社横
断的なデータ活用ができなかったり、過剰なカスタ
マイズがなされているなどにより、複雑化・ブラッ
クボックス化となっている。

　�経営者がDXを望んでも、データ活用のために上記
のような既存システムの問題を解決し、そのために
は業務辞退の見直しも求められる中、現場サイドの
抵抗も大きく、いかにこれを実行するかが課題と
なっている。
また、2025年までに、複雑化・ブラックボックス化し
た既存システムについて、廃棄や塩漬けにするもの等を
仕分けしながら、必要なものについて刷新しつつDXを
実現することにより2030年実質GDP130兆円超の押し上
げを実現するというシナリオをまとめています。

4．インフラ分野のDX推進（国土交通省）
国土交通省では、インフラのデジタル化を進め、2023
年度（2025年の崖より前です）までに小規模なものを除
く全ての公共工事について、BIM/CIM活用への転換を
実現すること、3次元データ等を活用した新技術の開発
や導入促進、これらを活用する人材育成が実施されます。

5．さいごに
BIM/CIM推進のギアがアップされました。JACICは
この推進のため、支援を行ってまいります。皆様のご指
導、ご協力をお願いいたします。

参考資料等
・Information�Technology�and�The�Good�Life
・https://www.dxlab.jp/
・経済産業省HP
・国土交通省資料
� （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その51）
― デジタル・トランスフォーメーションの推進 ―

BIM/CIMコーナー

https://www.dxlab.jp/
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JACIC からのお知らせ

「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122号は2020年8月下旬の発行予定、テー
マは「インフラ分野における画像・映像情報の利活用」
です。
これまで建設・防災分野においては、画像・映像情報
は、現況写真の保存等、確認や記録の手段としての使い
方が中心で、利活用に十分な広がりがありませんでした。
一方、担い手不足による現場力の低下の中、新現場力
として、画像・映像情報を活用しつつDigital�Twinによ
るオペレーションやマネジメントを行うことが必須とな
りつつあります。画像・映像情報は、現実世界を人に最
も理解しやすい形で表したものであり、例えば現場にい
なくても、現場の画像をうまく見せることで臨場感を
もった働き方を実現するといった使い方が可能です。
このような高度な使い方により、仕事の仕方が根本的
に変わり、一層の生産性向上が図られ、i-Construction
の推進に大きく貢献することが期待されます。
今号では、画像・映像情報が、近い将来、建設・防災
分野で重要な役割を担うことを考慮し、その最新の技術
動向及び適用事例等を特集します。
【主な内容】
■特別寄稿
・�芝浦工業大学　工学部土木工学科　教授　中川　雅史
・�芝浦工業大学　工学部情報工学科　教授　中村　広幸
・�東京大学　大学院�工学系研究科　社会基盤学専
攻　教授　布施　孝志

■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　工事監視官　
栗原　和彦
・�国土交通省　国土技術政策総合研究所　社会資本マ
ネジメント研究センター　社会資本情報基盤研究
室　主任研究官　大手　方如

・�国土交通省　九州地方整備局　九州技術事務所　�
課長　糸山　国彦／主任　瀧川　有希子
　�九州地方整備局　災害対策マネジメント室　�
課長補佐　房前　和朋
・�国立研究開発法人　土木研究所　技術推進本部先端
技術チーム　上席研究員　森川博邦
・�独立行政法人　水資源機構　琵琶湖開発総合管理
所　総務課　中嶋　恵美／管理課　春名　聡志

■民間企業等の取り組み
・山口大学　大学院　創成科学研究科
・テラドローン　株式会社
・株式会社　パスコ
・国際技術コンサルタント　株式会社
・鹿島建設　株式会社
・キヤノンITソリューションズ　株式会社
・株式会社　大林組
・株式会社　安藤・間
・可児建設　株式会社
・首都高速道路　株式会社
・株式会社　岩根研究所
・パシフィックコンサルタンツ　株式会社
・株式会社　建設技術研究所
・株式会社　NJS
■公共調達コーナー
�国土交通省　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）
・ライト工業　株式会社（関東地方センター）
・株式会社　加藤建設（中部地方センター）
・�中電技術コンサルタント　株式会社（中国地方セン
ター）
・コーアツ工業　株式会社（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　米田晴彦）

JACIC情報122号の発刊

http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
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北海道地方センターは、全道179市町村を担当地域と
して、i-Constructionの推進、JACICクラウドの定着と
普及、公共調達のための情報提供、支援を目指して国の
発注機関や地方公共団体を主体に活動を行っています。
ここでは令和2年度現在までの主な活動を紹介します。

●　JACICクラウドの定着と普及
この度の新型コロナウイルスの感染に伴い、JACICで
は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（2020年3月〜6月）し、地方整備局等の業
務支援を実施してきました。
北海道内において試行された発注機関でも、積極的に
利用を頂き業務改善に効果があったとの意見が寄せられ
ました。その利用状況を踏まえて、JACICクラウドの特
徴や、更に進化すべき点、あれば便利なポイントなどに
ついてご意見を頂きました。今後の参考にさせて頂くと
ともに、ここにご紹介します。

　�組織内や関係機関（受注者等）との打合せに利用し
たが、動作が安定しており、操作も容易であった。

　�大容量のデータを利用者間で共有、閲覧できるため、
施設の状況などを確認しながら、打合せを重ねる会
議などでの利用において有効と感じた。

　�大規模自然災害や火災等を想定したBCP（事業継続
計画）遂行にクラウドサーバーの活用は大変有効。
危機管理や災害時の情報共有のあり方などを検討す
るうえで必要性は高い。

　�工事現場と発注機関の事務所が離れている場合の遠
隔臨場に使える機能が更に充実すれば大きな利点、
是非備えて欲しい。

　�受注者との打合せで利用した。従前は移動に要して
いた時間を本来業務に使用でき業務改善になった。

　�会議・打合せが急遽必要になった場合でも開催でき、
意思決定などを迅速に行うことができた。

●　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
未導入機関への普及・利用拡大に向けた取り組みを実
施しするとともに、既にご利用頂いている発注機関や受
注者の皆さまに、フォローアップしながらご意見を伺い、
より満足頂けるシステムへの改良を目指しています。こ

こでは、フォローアップで頂いた意見をご紹介します。
　�年々、発注者から求められる同種・類似工事等々に
関する資料の提出が増えている。より大きなデータ
の登録ができれば受発注者共に大きな得となる。

　�コリンズ・テクリスの登録データが、竣工時の成果
品作成に、容易に利活用できるようになって欲しい。

　�発注者の確認を得る書類の作成（設計変更の登録）
はシステム内で容易にできるようにして欲しい。

●　建設リサイクルの普及・促進
□　2019 建設リサイクル技術発表会・技術展示会
建設リサイクルの更なる普及と促進にむけて、令和元
年10月2日〜3日に行われた本会において、JACIC本部担
当者と北海道地方センターにより建設副産物・建設発生
土情報交換システムに関する展示を行いました。全国か
らの関係者（工事発注者、建設工事施工者等）が大勢集
まる機会でも有り、JACICのブースに対しても建設発生
土に関する質問を頂き、建設リサイクルに対する問題点
と、重要さについて意見交換等を行いました。

2019 建設リサイクル技術発表会・技術展示会
� （北海道地方センター長　田村順一）

北海道地方センターの活動
地方便り
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