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JACICクラウドは2020年4月1日から運用を開始し、6

月1日よりルーム機能（平常ルーム、防災ルーム）のサー

ビスを開始して、本格的な運用を実施してきました。

2021年4月より、ルーム機能の向上を図り、より便利

かつ効率的、効果的な利用を実現するとともに経済的負

担の軽減を図るためリニューアルを行います。これまで

の平常ルーム、防災ルームは統合し、1つのルームで様々

な利用を可能にする多機能な「JACICルーム」の提供を

始めます。

1．JACICクラウドの構成及びサービス

JACICクラウドは、ゲートウェイを介して3タイプ（公

共調達基盤、建設プロセス基盤、社会情報基盤）のICT

プラットフォームを提供することを考えています。来年

度から公共調達基盤として「公共調達ルーム」（協調領域）

と建設プロセス基盤として「JACICルーム」（競争領域）

の2種類のICTプラットフォームを提供します。

JACICクラウドのサービスは、基本サービスとして「公

共調達ルーム」から公共調達プロセス関連サービスの提

供を行い、オプションサービスとして「JACICルーム」

から建設プロセス関連サービスの提供及び関連する内

部、外部のシステムとの連携を行います。

2．「JACICルーム」

「JACICルーム」とは、JACICクラウドのICTプラッ

トフォームの一つであり、仮想空間上で建設プロセス関

連サービス（防災関連を含む）や内外の連携しているシ

ステムの利用ができる場、「多機能作業室」です。

ニュースと解説

4月から「JACICルーム」を提供開始

図-1　JACICクラウドの全体構成
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ニュースと解説

これにより、点群データや3次元モデル等を用いた測

量から維持管理までの業務やプロセス管理、災害時の緊

急対応、復旧など様々な局面に応じて必要な情報を集約、

共有し、計画や対策の立案・実施・管理、現場監理まで

幅広いマネジメントを可能にします。

「JACICルーム」の有する機能は、基本的に上記のマ

ネジメントを可能にする3機能（情報共有基盤、情報ハブ、

現場把握確認）をもとに、多様な局面に効率的、効果的

に対応できるよう、専門機能として防災対応、プロジェ

クト管理、監督・検査、巡視・点検、構造物管理等専門

ごとに特化した機能を付加し、機能の充実を図ります。

また、情報共有を円滑かつ効率的・効果的に行うため、

システム向上による利用環境の充実を支援します。

JACICクラウドの基本構成を図-1、表-1に示す。

3．来年度から提供する機能（予定）

＜基本機能＞

・情報共有基盤機能

3次元モデルやデータ、画像・映像、地図、帳票等を組

み入れたWeb会議及びデータ等のファイル共有ができる

・情報ハブ機能

常時様々なデータやシステムとAPI等により連携し、

適時適切な情報共有ができる

・現場把握確認機能

スマホ、タブレット、360°カメラなど現場確認ツール

を活用した現場からのデータや画像・映像等の利用がで

きる

＜専門機能＞

・防災機能

基本3機能（情報共有基盤、情報ハブ、現場把握確認）

を防災対応に特化したシステムを提供する。

・他の機能

順次構築し、提供を図る。

＜利用環境向上機能＞

・システム向上

高性能PCの能力を仮想PCで確保したり、容量の大きい

データの利用を円滑に行うためのサーバを用意したりす

るなど情報共有において適宜必要な能力の拡張を図る。

4．今後提供する機能

・�順次専門機能の充実を図り、多様な局面に応じたマネ

ジメントを可能としていきます。

・�また、暫定的には、防災機能を活かして現場把握確認

は可能であり、プロジェクト管理、監督・検査、巡視・

点検、構造物管理等にある程度転用ができます。

・�DXセンターとの連携を行うことで、BIM/CIM活用範

囲を広げることも可能です。

� （理事　尾澤卓思）

表-1　現場事例とJACICクラウド機能種類の関係

サービス

機能種類
基本サービス

2021/4 専門サービス事例（順次整備予定）

防災 プロジェクト管理 巡視・点検 監督・検査 構造物管理

情報共有基盤機能
Web会議
ファイル共有

Web会議
ファイル共有

Web会議
ファイル共有

Web会議
ファイル共有

Web会議
ファイル共有

Web会議
ファイル共有

情報ハブ機能
（連携先）

国交省
気象庁
DIMAPS
SIP４D
FRICS
地方自治体

DXセンター
ICT施工クラウド
情報ASP

RiMaDIS
・
・
・
・

情報ASP
ICT施工クラウド

ダムコン
IoT（センサー）
FRICS
河川国道事務所
地方自治体
・

現場把握確認機能
（利用機材のシステム化）

スマホ、タブレット スマホ、タブレット
360°カメラ
UAV

スマホ、タブレット
360°カメラ

スマホ、タブレット
360°カメラ
スマートグラス
UAV

スマホ、タブレット
360°カメラ
スマートグラス
UAV

スマホ、タブレット
360°カメラ
スマートグラス
UAV

専門特化機能
（連携先、利用技術）

防災対応画面
地図
航空写真

専用画面
BIM/CIM
３D管内図
３Dビューア
仮想PC

専用画面
RiMaDIS（共同作業）
３D管内図

専用画面 専用画面
BIM/CIM
３D統合モデル
３Dビューア
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1．コリンズ・テクリスとは
コリンズ・テクリスは、企業が受注した公共工事・業
務の実績を収集し、公共発注機関及び受注企業が共に活
用できる工事・業務実績情報データベースです。JACIC
は、コリンズ・テクリスに登録された工事・業務実績情
報を、企業情報、技術者情報とともに公共発注機関に提
供しています。公共発注機関は、工事・業務実績情報を、
実績の内容確認及び技術者の配置状況の確認などに利用
しています。
2．コリンズ・テクリスの開発経緯と登録・利用状況
平成5年12月の中央建設業審議会の建議「公共工事に
関する入札・契約制度の改革について」において、各公
共発注機関が共同で利用でき、企業の技術力を公正に評
価しうる工事実績情報のデータベース整備の必要性が提
言され、建設省（現国土交通省）の要請を受けて、
JACICにおいて工事・業務実績情報システム（コリンズ・
テクリス）を開発し、運用を開始しました。
その後、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に
関する法律」（適正化法）及び「公共工事の品質確保の
促進に関する法律」（品確法）が施行され、政府の基本
方針や関係指針において、工事・業務実績データベース
の整備・活用が求められています（表-1）。
このように、国の機関、都道府県、市区町村等の公共
発注機関が発注した工事・業務に関する情報を蓄積し、
一元的に管理・運用しているコリンズ・テクリスの重要
性がますます高まっています。
JACICでは、1994年3月にコリンズ、1995年4月にテク
リスのデータ登録を開始して以降、検索システムの運用、
登録範囲の拡大とともに、登録・検索システムの改良・

リニューアルを進めてきました（表-2）。
この間、コリンズ・テクリスへの登録件数は着実に増
加し、2020年3月末現在では、コリンズ573万2千件、テ
クリス211万3千件の実績が登録されています（図-1）。

コリンズ・テクリスの運用状況と最近の取組
ニュースと解説

図－1 コリンズ・テクリス登録件数の推移（累計）

表-1　政府の基本方針等における位置づけ

年　月 政府の基本方針�
及び関係指針

工事・業務実績データベース
に関する記述

平成 17 年 4 月
（平成 26 年 6
月、令和元年
10 月改正）

品確法第 9 条に基
づく政府の基本方
針（閣議決定）

「各発注者が発注した工事に
ついて、工事の施工内容や工
事成績評定等に関する資料を
データベースとして相互利用
し、技術的能力の審査におい
て活用できるよう、データ
ベースの整備、データの登録
及び更新並びに発注者間での
データの共有化を進めるもの
とする。」
「発注者は、業務内容や成績
評定の結果等のデータベース
化を進め、相互に活用するよ
う努めるものとする。」

令和 2年 1月 品確法第 22 条に基
づく発注関係事務の
運用に関する指針
（関係省庁連絡会議）

「工事（業務）の実績等につい
ては、コリンズ（テクリス等）
を積極的に活用し、発注者間
での情報の共有に努める」

表-2　コリンズ・テクリスの主な開発経緯
年 月 コリンズ テクリス
1994.3 登録開始（請負金額 5,000 万円以上）
1995.4 検索システムを運用開始 登録開始（請負金額500万円以上）
1996.4 検索システムを運用開始
1997.4 登録範囲拡大（請負金額 2,500 万円以上）
1998.9 C/S 版検索システムの運用開始
2002.4 登録範囲拡大（請負金額 500 万円以上）
2009.3 登録範囲拡大（請負金額100万円以上）
2009.8 Web 版登録システム運用開始（CT7）
2010.5 Web 版検索システム運用開始（CT7）
2019.1 Web 版登録・検索システム運用開始（CT8）
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また、公共発注機関向けの検索システムは、1,200以上
の機関が利用しています。
3．コリンズ・テクリスにおける最近の取組
○シングルサインオンの導入
2020年4月1日から運用開始したJACICクラウドサービ
スの第1弾として、1つのログイン名とパスワードで
JACICが提供する複数のサービスメニューを利用できる
「シングルサインオン」の仕組みをコリンズ・テクリス
検索システムで導入しました。2回目以降、メニューか
らのアクセス時に、コリンズ・テクリス検索システムの
ログイン名等を入力せずに、利用が可能となっています。
3年間の移行期間を経てJACICクラウドからの利用に切
り替えて行く予定です。
○利用者の利便性向上に資するシステム改良
JACICでは、発注機関及び受注企業からヘルプデスク
に寄せられた意見・要望や、毎年実施している利用者会
議等での意見・要望を踏まえ、鋭意システムの改良を実
施しています。令和2年度においては、9月と12月に改良
システムのリリースを行いました（表-3）。今後とも、
利用者の利便性向上に資するシステム改良を検討・実施
してまいります。

表-3　令和2年度のシステム改良の主な内容

9 月

1 工事・1業務に登録できる技術者の数を最大 99 人に増
加（従来は、工事 15 人、業務 10 人）。
建設業法等の改正の一部施行（2020 年 10 月 1 日）への
対応として、コリンズで選択できる技術者の役割の選択
肢に、「監理技術者補佐」、「監理技術者補佐（工場製作）」
を追加。

12 月

発注機関に実績データ登録の事前確認を依頼するために
作成する「登録のための確認のお願い」に、発注機関確
認担当者情報を表示するとともに、次回登録時に自動で
引用可能とする。
テクリスの業務キーワードに、23 の新しいキーワードを
追加。例）AI（人工知能）、UAVレーザー測量、三次元
モデルなど。
検索システムの動作確認済みブラウザに、「Microsoft�
Edge」と「Google�Chrome」を追加。

○�コリンズ・テクリスのデータを活用した情報提供サー
ビスの開始
①平準化率データ提供サービス
令和元年6月に改正された品確法及び適正化法では、
発注者の責務として新たに施工時期の平準化を図るため
の措置を講じることが定められました。国土交通省では、
平準化を「見える化」するための全国統一指標として、「平
準化率」を下記の通り定義しています。
平準化率＝�4〜6月の平均稼働件数・金額／年度の�

平均稼働件数・金額
JACICでは、コリンズに登録されている工事実績情報
を活用し、平準化率等のデータを提供するサービスを令
和2年4月より開始しました。
「平準化率データ提供サービス」は、発注機関ごとの
以下のデータを提供するものです（図-2）。

①過去3カ年度の平準化率（件数、金額別）
②発注工事の月ごとの稼働状況グラフ
これ以外の条件での算出についても、ご要望に応じて
検討・見積り・提供を行っています。
②データ抽出・提供サービス
平準化率データ以外にも、公共事業の調達業務の効率
化や品質確保等のため、コリンズ・テクリスデータを活
用したいとのニーズに応えるため、ご契約いただいてい
る公共発注機関を対象に、ご希望の条件でデータを抽出
し提供するサービスを、令和2年10月より開始していま
す。
○�海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度への
対応
国土交通省において、海外インフラプロジェクトに従
事した技術者の実績の認定を行うとともに、そのうち特
に優秀な技術者を表彰する「海外インフラプロジェクト
技術者認定・表彰制度」が令和2年9月に創設されました。
本認定・表彰の結果を、国内工事・業務の入札時に評価
するよう関係基準等を改定することとされています。
コリンズ・テクリスへの実績データの登録に当たって
は、発注機関の事前確認が必要ですが、本認定を受けた
海外の工事・業務については、事前確認なしでコリンズ・
テクリスへの登録を可能とする運用を行うことになりま
した。
○保管管理システム等との連携
今後、インフラ分野のDXの推進にあたり、公共調達
から成果品の利活用まで、官民のニーズに応じた情報を
適時、適切に提供できる一貫した仕組みを構築すること
が必要です。
コリンズ・テクリスと保管管理システム等との連携を
図るとともに、コリンズ・テクリスの検索機能を拡張し
て、工事・業務の実績等の公共調達関連の情報のみなら
ず電子成果品に関する情報の検索も可能にするなど、発
注・契約からオンライン電子納品・保管・利活用まで一
元的に情報管理ができる環境整備を目指します。
� （コリンズ・テクリスセンター長　辻　保人）

ニュースと解説

図-2　平準化率データ提供サービスの例
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1．はじめに
2回に渡ってAI（Artificial� Intelligence：人工知能）
の概要や政府が策定したAI戦略2019について紹介しま
した。今回は、建設分野をはじめ様々な分野でAIを導
入や発展を支える技術である深層学習（ディープラーニ
ング：Deep�learning）について紹介します。
2．深層学習とは
AIは、先々月号で紹介しましたように3回目のブーム
と言われています。このブームの背景に知識を定義する
要素をAIが自ら習得する「深層学習」の登場があります。
深層学習は、その「機械学習」に新たなメカニズムを
追加した機械学習の中の一技術を指しています。人間の
脳神経回路ニューロン（neuron）をモデルにした多層
構造アルゴリズム「ニューラルネットワーク」を用い、
特徴量（学習データにどのような特徴があるかを数値化
したもの）の設定や組み合わせをAI自ら考えて決定す
るものです。
機械学習とは、コンピュータが数値やテキスト、画像、
音声などの様々かつ大量のデータからルールや知識を学
習する（見つけ出す）技術を言います。
また、ニューラルネットワークとは、人間の脳が学習
していくメカニズムをモデル化して、人工的にコン
ピュータ上で再現することで問題を解決しようとする仕
組みのことを言います。
深層学習とAI、機械学習、ニューラルネットワーク
の関係性は図-1に示すとおりとなります。

図-1　深層学習とAI・機械学習の関係性

AI 機械学習
ニュートラル
ネットワーク 深層学習

（1）ニューラルネットワークの仕組み
入力層にデータをまず入力し、そのデータを認識する
ための指標である特徴量を入力します。その入力層に対
し、ニューロン間の接続強度に相当する重み（W0,�W1,�
W2・・）を掛けたものを出力層のニューロンに入力します。
出力層のニューロンは、この入力を足し合わせたもの
を活性化関数（線形変換をした後に適用する非線形関数
もしくは恒等関数）に通し、最終的な結果を出力します。
この入力から出力までの一連の流れを「パーセプトロン」
と呼びます。ニューラルネットワークは、このパーセプ

トロンを複数組み合わせることにより構成されています
（図-2参照）。

図-2　ニューラルネットワークの仕組み

（2）深層学習の仕組み
深層学習では、ニュートラルネットワークの中間層を
複数にすることで、特徴量をコンピュータが判断します。
情報抽出を一層ずつ高階層に渡って行う事で、高い抽象
化を実現できます（図-3参照）。

図-3　深層学習の仕組み

3．建設分野での導入
建設分野での深層学習（AI）の導入は、地質調査、
河川巡視、コンクリート構造物変状検出（護岸、橋脚）
等において進められています。これらは、画像認識技術
を活用し認識精度の向上を図ったものです。
維持管理段階でのBIM/CIMモデルとの連携も大いに
期待できるところです。

参考資料等
・平成28年度版　情報通信白書
・https://ledge.ai/deep-learning/
・https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1811/20/news012

� （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その57）
― AI導入を支える深層学習 ―

BIM/CIMコーナー

https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1811/20/news012
https://ledge.ai/deep-learning/
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1811/20/news012
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JACICnews�No.377(2020.10月号)にて開催をご案内し
ました「JACICソリューション報告会」を、昨年11月12
日にTKP赤坂駅カンファレンスセンターにおいて開催
し、会場・Webあわせて約150名の方々にご参加いただ
きました。
午後の部では、＜第２部＞特別講演として、国土交通
省大臣官房技術調査課の建設生産性向上推進官・廣瀬健
二郎様と、建設ITジャーナリストの家入龍太様にご講
演いただいた後、＜第３部＞第18回研究助成事業成果報
告会として7件の研究が報告されました。
今月号では、研究助成事業成果報告会のアンケート結
果を中心にご報告します。

特別講演の様子

アンケート結果の概要
アンケートにご回答いただいた84名の方の研究助成事
業成果報告会の満足度は、午前の部と同様、ほぼご満足
いただけたことが分かりました。（円グラフ）
また、各発表内容の「有意義さ」に関する設問で、「お
おいに有意義」と回答された方の人数を比較した結果（棒

グラフ）では、「画像・音響信号マルチモーダル処理を
用いたコンクリート構造物の自動点検」が最も有意義と
評価されました。

（会議の様子）

とても満足

少し満足

どちらとも

1.4%
いえない

少し不満
1.4%

68.1%

29.0%

〈第3部〉研究助成事業成果報告会の満足度

次年度に向けて
今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

会場受講者数を限定するとともに、Web受講も可能とし
ましたが、「資料が事前配布されたので少し予習してか
ら受講できた」、「今後もWeb配信を継続するとともに
会場席数も増やしてほしい」など、好意的なご意見が寄
せられました。今後の運営の参考とさせていただきます。
発表資料はJACICホームページ（無料）に掲載しまし
た。発表の様子を撮影した動画はJACIC�NET（会員制）
からご覧いただけますので、ご活用ください。
� （建設情報研究所　研究員　清水知子）

JACICソリューション報告会〈第2部〉特別講演、 
〈第3部〉研究助成事業成果報告会の開催報告

JACIC からのお知らせ

2年間：市民協働型インフラ管理体制の構築に向けたインフラ観察システムの開発

中間報告：都市丸ごとシミュレーション技術の社会実装における
都市データ利活用カスタマイズに関する調査研究

若手研究：変位測量情報高度化のための衛星SAR時系列解析の活用に関する研究

1年間：道路管理の効率化に向けたデータプラットフォームを活用したデータの利活用

1年間：風洞と連動したハイブリット型強風体験VRコンテンツの開発

1年間：3次元モデルを活用した許認可図書審査の自動化システム構築手法

1年間：画像・音響信号マルチモーダル処理を用いたコンクリート構造物の自動点検

発表内容は有意義でしたか？

おおいに有意義 少し有意義 あまり有意義ではない 全く有意義ではない わからない

（名）
0 10 20 30 40 50 60

29 26 5 0 2

33 22 4 0 3

26 26 8 1 2

29 24 8 1 1

24 31 5 0 1

22 29 9 01

39 22 0
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JACICでは、毎年度おおむね11〜12月の時期に、「コ
リンズ・テクリス利用者会議」を開催しています。この
会議は、JACICが運営しているコリンズ・テクリス（工
事・業務実績情報システム）に関して、その利用者であ
る公共工事（これに関する業務を含む。）の発注者の国、
地方公共団体や、建設業関係団体、建設コンサルタント
関係団体、地質調査業関係団体など受注企業を構成員と
する団体の皆様にお集まりいただき、コリンズ・テクリ
スに関する御意見・御要望をお伺いするとともに、意見
交換・情報交換を行うことを目的とするものです。

1．会議の開催
本年度の会議は、新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から、やむなく「書面開催」の形とし、概略次の
ような手順で行いました。
（1�）「利用者アンケート」（概要、結果等は、後述）の実
施

（2）会議出席者に会議資料（（1）の結果を含む。）を送付
（3）会議出席者から（2）に対する御質問・御意見を受領
（4）会議出席者に（3）に対する回答を送付
会議では、コリンズ・テクリスの概要、システム改良
の報告などに加え、JACICの最近の動きである
「JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略アクションプラン」の
概要を紹介しました。

2．利用者アンケート結果
（1）募集期間
令和2年9月28日（月）〜10月15日（木）

（2）対象
�システムを利用している発注者（公共発注機関）及び
受注者（企業）

（3）アンケート方法
・Web上でのアンケート調査

（4�）項目：システム全体の満足度、システム運営の満足
度、その他コリンズ・テクリスに関する意見等につい
て

（5）回答数：発注者387、受注者2,340
（6）本年度のトピック
ア�　受注者のアンケート回答数が大幅に増加
　�　受注者（登録システム利用者）のアンケート回答
数が全体で昨年度の約2倍、そのうち建設企業（主
としてコリンズ登録システム利用者）の回答数が昨
年度の約4倍と、大幅に増加しています。受注企業及

び関係団体の皆様の御協力に厚く御礼申し上げます。
イ　ヘルプデスク満足度がおおむね例年並み
　�　新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を
受け、昨年（2020年）4〜5月においてヘルプデスク
のサービスを一部休止しました。利用者の皆様には
大変御不便をおかけしたところですが、システム運
営（ヘルプデスク）について不満足又はやや不満足
とする回答は、発注者はいずれも昨年度と変わらず、
受注者は不満足が1％で昨年度と変わらず、やや不
満足が4％（昨年度は6％）でした。
　�　利用者の皆様には、御理解をたまわり、深く感謝
申し上げます。

◆図　システム運営（ヘルプデスク）の満足度

3．まとめ
・�関係団体の皆様より、アンケートに寄せられた意見
及び本年度のシステム改良でお応えできなかった項
目について、今後の対応を要望する旨の御意見をい
ただきました。
・�コリンズ・テクリスセンターでは、今回の利用者会
議及びアンケート調査でいただいた御意見、御要望
等を踏まえ、今後の更なるサービス向上を図ってま
いります。
・�なお、本年1月8日の新型コロナウイルス感染症に係
る緊急事態宣言の発出を受け、昨年4〜5月と同様に
ヘルプデスクのサービスを一部休止といたしまし
た。御不便をおかけいたしますが、何卒御理解のほ
どお願い申し上げます。

会議の資料（アンケート結果を含む。）等は、以下の
JACICホームページを御参照ください。
http://www.jacic.or.jp/meeting/coritec/index.html
� （コリンズ・テクリスセンター　次長　池田公隆）

「令和2年度コリンズ・テクリス利用者会議」開催報告
JACIC からのお知らせ

http://www.jacic.or.jp/meeting/coritec/index.html
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「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123号は2021年2月上旬の発行予定、テー
マは「インフラ分野のDX推進」です。
国土交通省は省横断的な取り組みを推進するインフラ
分野のDX推進本部を設置しました。インフラ分野のDX
とは、深刻な人手不足や新型コロナウイルス感染症など
社会経済状況の激しい変化に対応し、インフラ分野にお
いてもデータとデジタル技術を活用して、国民のニーズ
を基に社会資本や公共サービスを変革すると共に、業務
そのものや、組織、プロセス、建設業や国土交通省の文
化・風土や働き方を変革し、インフラへの国民理解を促
進すると共に、安全・安心で豊かな生活を実現する取組
みです。
インフラ分野のDXの中では、特に5G、AI及びクラウ
ド等が基幹技術として位置付けられています。本号では
DX推進の立場から、建設業におけるインフラ分野のDX
の基幹技術の活用事例・取り組みを中心に、DXについ
て紹介します。

【主な内容】
■巻頭言
・国土交通省　技監　山田邦博
■特別寄稿
・�ボストンコンサルティンググループ　パートナー＆
アソシエイト・ディレクター　葉村真樹
・�株式会社NTTドコモ　執行役員　法人ビジネス本
部5G・IoTビジネス部長　坪谷寿一
・�国土交通省大臣官房技術調査課　建設生産性向上推
進官　廣瀬健二郎

■国土交通省等の取り組み
・�国土交通省　総合政策局　公共事業企画調整課　島
田光之

・�国土交通省　水管理・国土保全局　河川計画課　河
川情報企画室、河川計画課　河川情報企画室、防災
課、国土地理院　地理地殻活動研究センター　地理
情報解析研究室
・�国土交通省道路局企画課　道路経済調査室　課長補
佐　大谷江二
・国土交通省港湾局　技術企画課　柴田涼太郎
・�国土交通省　航空局航空ネットワーク部空港技術
部　問谷侑司
・�国土技術政策総合研究所　DXセンター　建設マネ
ジメント研究官　池田裕二
・国土地理院　測地観測センター長　河瀬和重
・�一般財団法人日本建設情報総合センター　理事　尾
澤卓思

■民間企業等の取り組み
・一般社団法人buildingSMART�Japan
・オートデスク株式会社
・日本電気株式会社
・オフィスケイワン株式会社
・ダッソー・システムズ株式会社
・東日本旅客鉄道株式会社
・鹿島建設株式会社
・清水建設株式会社
・パシフィックコンサルタンツ株式会社
・応用地質株式会社
・JFEエンジニアリング株式会社
■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
・若生工業株式会社（東北地方センター）
・福田道路株式会社（北陸地方センター）
・川田工業株式会社（近畿地方センター）
・井上建設株式会社（四国地方センター）
■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123号の発刊
JACIC からのお知らせ

http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
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■近況
新型コロナウィルス感染症により、今年度は定例的に

開催されていた会議、イベントが中止、あるいは延期な
どの対応を取らざるを得なくなり、さらに移動制限等の影
響もあり、四国内の関係者の皆様には大変なご不便をお
かけしております。紙面をお借りしてお詫びいたします。
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（2020.5月号）以降の主な活動をご紹介い
たします。

■電子入札コアシステムユーザー会議
四国地方における電子入札コアシステムのユーザー間
において開発や運用に関する情報交換を目的に、例年6
月に開催しておりました「四国地方ブロックコアシステ
ムユーザー会議」はおりからの新型コロナウィルス感染
症の状況から、資料回付方式で開催しました。
新方式（脱Java）システムの移行状況や移行時の留意
事項、IE以外のブラウザ対応方針等の議題について、8
月5日に資料を送付し、8月28日まで質問を受けつける期
間を設けたうえで、9月14日に資料の回付、質問への回
答を完了いたしました。関係の皆様には、大変お世話に
なりました。

■BIM/CIM発注者技術研修
本研修は四国地方整備局職員を対象に、BIM/CIMを
推進するために必要である発注者が担うBIM/CIMの役
割を習得することを目的として四国地方整備局が発注さ
れた業務をJACICが受注したものです。
その概要について、以下にご紹介します。
企画にあたっての講習内容は以下のとおりです。
1．BIM/CIM全体像と発注者の役割
2．発注図面の作成演習（3DPDF）
3．契約後の監督行為
4．成果内容の確認と検査方法
5．地元説明用資料の作成演習
実施に当たっては、現下の新型コロナウィルス感染症
を考慮したWEBセミナー方式を採用しました。さらに
受講者を一会場5名程度とし、四国4県毎に個別の開催日
を設定することにより、感染症に配慮した研修を試行し、
その効果を把握することも目指しました。
実施にあたっては（一社）四国クリエイト協会様のご
協力を得て、4県県庁所在地に研修会場を用意し、研修
を実施しました。
特に、JACICの坪香顧問による「発注者における3次
元データ活用の目的〜発注者も知っておくべき3次元

CADの基礎〜」と、日建連・杉浦様による「受注者（施
工者）からみたBIM/CIMの現状と展望」の講義につき
ましては、受講者から「PC画面でCAD操作を見ながら、
3次元CADの仕組みが分かった」あるいは「新技術を活
かすためには既存のやり方に取り込むことよりも、新し
い仕事のやり方を進める必要がある」ことなど、新たな
気づき、知見、考え方を習得できたとの意見を数多く頂
きました。

写真2　JACIC坪香顧問と受講者との意見交換の様子

この度の研修により、新型コロナウィルス感染症対策
の下での研修のあり方、あるいは発注者にとって真に必
要な知識、技術について、貴重な知見が得られました。
四国地方整備局の皆様および関係の皆様、格別のご指
導・ご協力、誠にありがとうございました。

■建設フェア四国2020 in 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る予定でしたが、現下の新型
コロナウィルス感染症対策のため、開催延期となりまし
た。開催時期等については現時点で未定です。
� （四国地方センター長　石田和敏）

四国地方センターの活動
地方便り

写真1　リモートによる研修会場の状況
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