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ニュースと解説

災害による被害軽減に向けて
〜避難につながる情報と判断を〜

災害による被害は毎年発生していますが、水害統計に

れるときに発表されています。

よれば、昨年（令和元年）の被害額が2兆1500億円を記

警報・注意報の発表をきっかけに災害に関する情報を

録し、10個の台風が上陸して大きな被害の出た平成16年

適切に収集することが、その後の適切な災害対応の判断

を超える被害額となり、統計開始以来、最大になったと

に重要となります。

の速報が出されました。

災害の発生のおそれとして、危険度（どの程度の強度

被害の軽減には、事前の防災対策と、災害時の対応が

の現象か）
・切迫度（どのくらい先の時間帯に発現するか）

重要となります。特に人的被害の軽減には、災害時の避

を伝えることが住民の避難行動を促すために重要となり

難行動など適切な対応が重要となります。災害時に適切

ます。気象庁では、視覚的に把握しやすい時系列の表形

に情報を収集し、被災前に避難行動が完了できることが

式で、危険度を色分けして情報が提供されています。

必要です。

また、たとえ災害の可能性が高くないと予想される状

災害時には、気象庁などから災害に関する情報が出さ

況であっても、災害のおそれを示す早期注意情報として

れています。気象庁では、台風や豪雨等による被害を防

「警報級の可能性」を［高］、［中］の2段階で表現し、翌

ぎ、軽減するため、大雨などの気象現象によって災害が

日までと5日先までの2区分で発表されています。この災

起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が

害発生前の情報により夜間や災害対応をとる前に被害に

起こるおそれのあるときに「警報」を、さらに重大な災

あうことを防ぐことが可能となります。

害の発生する蓋然性が著しく高まった場合には「特別警

さらに、気象庁では、災害の発生の危険度が実際にど

報」を発表し、注意・警戒を呼びかけています。さらに

の場所でどの程度になっているかを地図上で一目で確認

それらに関連する情報として、
「警報級の可能性」や「大

できる「危険度分布」の運用を行っています。

雨・洪水警報の危険度分布」といった情報も提供されて

この「危険度分布」は、大雨警報・洪水警報を補足す

います。

る情報として、土砂災害・浸水害・洪水害の危険度の高

「気象警報・注意報」は、市町村ごとに過去の災害を

まりを土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数とし

網羅的に調査した上で、重大な災害の発生するおそれの

て5段階で色分けして地図上に表示したもので、常時10

ある値を警報の基準に、災害の発生するおそれのある値

分毎に情報が更新され、数時間先までの気象予測を加味

を注意報の基準に設定し、基準に到達する現象が予想さ

した災害の危険度をきめ細かく把握できるものです。
これらの情報は気象庁のホーム
ページで公表されており、市町村に
おける避難勧告等の発令判断や住民
自らの避難行動を促す情報として有
効活用されます。
この他にも土砂災害警戒情報や指
定河川洪水予報など、様々な情報が提
供されており、災害時の適切な行動を
判断することが可能となっています。
自動車教習所で「運転は、見て、考
えて、操作する、この繰り返しです。
」
と聞いたことがあります。人間の行
動を端的に表した名言だと思ってい
ます。
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ニュースと解説
これらの防災気象情報を活用し、
「情報を集め、危険

【参考文献】

を判断し、避難する」ことが出来れば、適切な災害対応

・記者発表資料「令和元年の水害被害額（暫定値）
」

により、
被害を防ぐことができるのではないでしょうか。

・平成30年度 政策レビュー結果（評価書）
「台風・豪雨



（研究開発部長

竹田正彦）

等に関する防災気象情報の充実」

災害リスクの高まりを示す指数と危険度分布（政策レビュー結果より）

段階的に発表される防災気象情報の活用例（政策レビュー結果より）
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BIM/CIMコーナー

BIM/CIMの動向
（その52）
― クラウドサービスの利用 ―

1．はじめに

ストレージ）を管理したりコントロールしたりすること

BIM/CIMの推進のため、国土交通省ではクラウドコ

はありません。一方、ユーザは自分が実装したアプリケー

ンピューティングによるデータプラットフォームの構

ションと、場合によってはそのアプリケーションをホス

築・利活用、情報共有システムの利活用等が検討されて

トする環境の設定についてコントロール権を持ちます。

います。一方、民間特に施工会社では、クラウドコン

またPaaSクラウド提供者が提供するツール（アプリケー

ピューティングによる情報共有システムを活用した施工

ションを開発、テスト、実装、管理するため）と実行リ

管理や品質管理等が実施されています。

ソースを利用することができます。
4．IaaS

クラウドサービスには、SaaS、PaaS、IaaSがあります。
今回は、これらサービスの概要をご紹介します。

IaaS（Infrastructure as a Service：サービスの形で

2．SaaS

提供されるインフラストラクチャ）は、サーバやストレー

SaaS（Software as a Service：サービスの形で提供さ

ジ、ネットワークなどのハードウェアやインフラストラ

れるソフトウェア）は、従来パッケージとして提供され

クチャまでを提供するサービスモデルです。

ていたアプリケーションをインターネット上で利用する

利用者に提供される機能は、演算機能、ストレージ、

サービスモデルです。

ネットワークその他の基礎的コンピューティングリソー

利用者に提供される機能は、クラウドのインフラスト

スを配置することであり、そこで利用者はオペレーティ

ラクチャ上で稼働しているプロバイダ由来のアプリケー

ングシステムやアプリケーションを含む任意のソフト

ション（例えばWebメールソフト、スケジュール管理

ウェアを実装し稼働させることができます。

ソフト等）です。アプリケーションには、クライアント

また、利用者は、基盤にあるインフラストラクチャ（例

の様々な装置から、Webブラウザのようなシンクライ

えば仮想マシン、仮想OS）を管理したりコントロールし

アント型インターフェス、またはプログラムインター

たりすることはありませんが、オペレーティングシステ

フェスのいずれかを通じてアクセスします。

ム、ストレージ、実装されたアプリケーションに対する

また、利用者は、基盤にあるインフラストラクチャ

コントロール権を持ち、場合によっては特定のネットワー

（ネットワーク、サーバ、オペレーティングシステム、

クコンポーネント機器（例えばホストファイアウォール）

ストレージ、各アプリケーション機能）を管理したりコ

についての限定的なコントロール権を持ちます。

ントロールしたりすることは原則ありません（ユーザに

5．さいごに

固有のアプリケーションの構成の設定は例外）
。また、

今後BIM/CIMの推進が進むにつれ、受発注者ともど

特定のアプリケーションをオンデマンドで利用すること

もクラウドサービスの活用が更に多くなることでしょ

ができ、バックアップや利用者間のデータ共有などのア

う。クラウドサービスの活用にあたっては、サービスの

プリケーションデータを管理することができます。

特徴を踏まえ、活用目的（解決したい課題）や情報セキュ

3．PaaS

リティでのリスク対策の状況などを明確にしておくこと

PaaS（Platform as a Service：サービスの形で提供さ

が必要です。

れるプラットフォーム（基盤）
）は、システム開発領域

JACICは、新たなマネジメント方策を実現するため

をターゲットにしているサービスモデルです。

「JACICクラウド」を構築し、一部サービスを開始して

利用者に提供される機能は、クラウドのインフラスト

います。今後、様々なサービスを提供する予定です。ご

ラクチャ上にユーザが開発した、または購入したアプリ

期待ください。

ケーションを実装することであり、そのアプリケーショ
ンはプロバイダがサポートするプログラミング言語や

参考資料

ツールを用いて作成されたものです。

・独立行政法人情報処理推進機構

公開資料

また、利用者は、基盤にあるインフラストラクチャ
（ネットワーク、サーバ、オペレーティングシステム、
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（研究開発部

次長

徳重政志）

2020.9月号

JACIC からのお知らせ

2020年度社会基盤情報標準化委員会
小委員会検討テーマの公募
社会基盤情報標準化委員会（以下、
「標準化委員会」

・3次元データ納品形式に関する標準化

といいます。
）は2000年に設置されて以来、建設分野の

・オンライン電子納品に関する標準化

情報の標準化に関する活動を行っています。

・2次元図面の3次元データ化に関する標準化
②統合的な電子データ利用環境の創出

2013年度からはCIM（Construction Information Modeling/
Management）やビッグデータの活用等、ICTの先端技

⇒データの利活用に関するテーマです。

術を取り入れた近年の新たな社会情勢への機動的な対応

（例）・クラウド等新たな技術の3次元データ管理シ

や、
広範囲にわたるテーマへの取り組みを実施するため、

ステムへの活用方法

建設生産・管理システムの標準化に係わる検討テーマに

・建設プロセスを跨いだデータ連携・活用方法

合致する検討テーマを公募し、小委員会として活動して

・3次元電子納品データの活用

いただいています。

・IoT/AIの土木分野への適用方法（AIとCIM

現在、2020年度開始の小委員会活動として、以下のと

の連携方法など）

おり公募しています。

・土木分野での4D、5Dデータの活用方法

■公募期間：2020年7月31日（金）

・CIMデータの維持管理段階での活用方法



・360度カメラやAR・VR等の映像技術の建設

〜 2020年9月18日（金）

生産・管理システムの活用方法
1．小委員会の活動期間

③その他、建設生産・管理システムの効率化・高度化
に資するテーマ

活動期間は、小委員会検討テーマについて標準化委員
会で採択が決定した翌日から2022年6月末（約1年半）と

これまでの採択状況は、年度あたり平均して約2.7件

します。

の採択となっています。

標準化委員会にて活動成果の報告を行い、標準化委員

昨年度（2019年度）の標準化委員会は、下図のとおり、

会の承認を経て小委員会活動は終了となります。

委員会、特別委員会のほか、5つの小委員会を設置して
検討を進めて参りました。

2．小委員会への活動支援金
一つの小委員会に対して、上限を300万円とする活動
支援金を交付します。
活動支援金は、原則として着手時に検討費用予定額の
50％を、標準化委員会が活動の終了を認めた時点で残額
を交付します。
3．小委員会検討テーマの募集内容
検討テーマは、以下の①、②又は③を実現し、もって
建設分野全体の生産性向上を図る趣旨に則った、社会基
盤情報標準化活動に関連した検討テーマです。
①円滑な電子データ流通基盤の構築
⇒データ流通のためのデータ交換標準の整備に関す
4．応募に関するご案内

るテーマです。

JACICホームページで申請方法、申請書類など詳細を

（例）
・建設関係データのコード体系の標準化
・契約形態とCIMの活用に関する標準化

掲載しています。ご高覧いただき、ご応募ください。

・土木分野の3次元データを他分野のデータと

https://www.jacic.or.jp/hyojun/2020shouiinkai_oubo.html


連携するための標準化
・3次元データの取得技術に関する標準化
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（建設情報研究所

総括首席研究員

下山泰志）

2020.9月号

JACIC からのお知らせ

令和2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、

を占めており、民間企業からの応募は1件に留まりまし

建設分野における学術の振興を目的として、情報・シス

た。今後は、独創性・新規性・発展性を持ち、将来の利

テムを活用した調査研究を対象に、平成10年度からこれ

活用が期待されるテーマに取り組む研究者が、所属組織

まで累計215件の研究に助成を実施しております。

に関わらず、テレワーク等の環境からでも広くご応募い

令和2年度の研究助成は、4月16日より公募を開始し、

ただけるように、申請書類の改善（一部押印の省略等）

期限の6月30日までに9件の応募がありました。公募期間

への取り組みを検討してまいります。

中は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による学校

また、平成29年度から若手研究者枠（35歳以下）を設

閉鎖などもあり、残念ながら、応募件数が大幅に減少し

定しており、これまで3件の研究に助成を実施しており

ました。

ます。今年度は採択には至りませんでしたが、若手研究

7月29日に、学識経験者を含めた委員による審査委員

者による今後の研究の発展・充実を特に望みます。

会を開催し、厳正な審査の結果、4件に対し研究助成を

なお、採択された研究については、JACICが主催する

実施することを決定しました。

成果報告会だけでなく、国内外を問わず、広く学会等に

研究の対象課題については、今年度も7つのテーマを

おいて充実した成果を発信し、建設情報システムの発展

設定しました。特に応募が特に多かったのは、
「ICT等

に大きく寄与することを期待します。

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

【審査委員会の委員】

関する調査研究」でした。この課題への応募は、昨年に

大橋 正和（中央大学常任理事）

引き続き最多となりましたが、これは近年、幅広い領域

島﨑 敏一（日本大学名誉教授）

で注目を集めているAI（人工知能）やIoT（Internet of

月尾 嘉男（東京大学名誉教授）

Things）のような技術革新の成果を、建設分野にも導

深澤 淳志（理事長）

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

伊藤 英隆（理事）

考えられます。

尾澤 卓思（理事）

応募者の所属については、大学等の教育機関が大部分
期間

2年

1年

研究助成対象者（敬称略）

研究テーマ

東京大学大学院 工学系研究科
特任准教授 全 邦釘

既存橋梁の 2 次元図面の意味解釈を通した 3 次元 CIM モデル自
動生成手法の提案

函館工業高等専門学校
准教授 山﨑 俊夫

国土交通データプラットフォームの構築に資する広域地形モデル
の制作に関する、テレワーク時代に対応可能な業務モデルの提案

社会基盤工学科

長崎大学大学院 工学研究科
准教授 杉本 知史

無線センサネットワークシステムを応用した IoT 技術による屋外
多点計測手法の実装のための調査研究

名古屋工業大学大学院
教授 秀島 栄三

人間中心設計的アプローチによる BIM/CIM 人材育成過程の設計
と検証

工学研究科
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（建設情報研究所

研究員

清水知子）

2020.9月号

地方便り

東北地方センターの活動
はじめに
今年の4月頃から、新型コロナウイルスの影響により、

◆システムの無料試用サービスの情報
期間限定ではありますが、以下のシステムについては、

従来の仕事の仕方は感染防止の観点から変更を余儀なく

無料でお試し頂けますのでご紹介いたします。

されました。

是非、この機会に各システムを無料試用して頂き、業

東北地方センターとしても、これまで取組んでいた公

務の効率化等の検証をお勧めします。

共調達等システム（コリンズ・テクリス、コブリス、電
子入札システム等）の自治体への普及のための訪問説明

①コリンズ・テクリスの無料試用サービス

は、殆ど自粛している状況です。

コリンズ・テクリス検索システムを利用したことがな

このような中、東北管内の自治体より「電子入札シス

い公共機関の皆様に、無料でご利用いただけるサービス

テム」の概要説明の要望が数件ありました。

です。

今後の新型コロナ感染防止対策として、人との非接触

無料お試しサービス期間は最長6ヶ月間です。

で入札業務が可能な電子入札システムは、有効な手段と
して期待されているようです。今回、このシステムと、
その他、耳よりの情報をご紹介します。
◆電子入札システム
電子入札は、これまで発注機関に赴き、紙により行わ
れてきた入札情報の入手から入札・開札までの一連の行
為を、インターネットを介して電子的に実施するもので
す。
＜電子入札のメリット＞
電子入札を導入することにより、新型コロナ感染防止
対策に加え、以下の効果が期待されています。
1．競争性の向上

②コブリス等の無料試用サービス
建設副産物情報交換システム（コブリス）、及び建設

参加条件を満たす者は容易に参加でき、競争性が高

発生土情報交換システムを利用したことがない公共機関

まります。
2．事務の効率化・コストの縮減

の皆様に、無料でご利用いただけるサービスです。
・都道府県、市区町村の公共発注機関が対象です。

入札公告、開札行為等の電子化により、発注者の事

・国・公団・事業団は無料お試しサービスの対象に含

務負担の軽減や応札者の移動コストが減少し、コスト

まれません。

縮減につながります。

・無料お試しサービス期間は最長6ヶ月間です。
おわりに
今回ご紹介した内容につきまして、ご関心、またはご
不明な点等ありましたら、お気軽に東北地方センターま
で、お問い合わせ願います。詳細ついてご説明させて頂
きます。
電話：022－217－3231
Eメール：tohoku@jacic.or.jp


（東北地方センター長

高橋孝男）
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