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第9回国際土木委員会（委員長：矢吹信喜 大阪大
学教授）が2021年5月20日（木）、Web会議にて開
催され、2021年春の国際会議（バーチャルサミット）
参加報告等が行われました。

1．国際土木委員会
我が国では、建設分野における生産性向上に向け

てi-Constructionが進められており、BIM/CIMの活
用のためのガイドライン等3次元データの活用の環
境 整 備 が 推 進 さ れ て い ま す。 世 界 的 に は、
buildingSMART International（bSI、3次元CADを中
心としたBIMソフトウェア間で相互にデータを運用
するため交換標準の規格化を行う国際的な組織）が、そ
の中核仕様であるIFC（Industry Foundation Classes）
を開発しています。建築分野を対象としたIFC4.0は、
2013年3月に国際標準化機構（ISO）においてISO 16739
として承認されています。その後、bSIでは、建築分野
のIFCをインフラ分野に拡張するためインフラ分科会

（Infrastructure Room）を設置して標準化をさらに進め
ています。

JACICは、bSIが推進するBIM/CIMの国際標準化活動
に対して国際的な情報の収集及び我が国の対応方針の審
議・提案等を行うことを目的に、bSIの日本支部である
一般社団法人buildingSMART Japan（bSJ）と共同で国
際土木委員会を設置・運営しています。

国際土木委員会は、図1のように関連組織同士をつな
ぐハブとしての役割を担っています。

図1　国際土木委員会と関係組織との連携

2．第9回国際土木委員会における報告
bSIの国際会議は、年2回、春と秋に各国等の支部の持

ち回りで開催されています。前回2020年秋のサミットか
らは、コロナ禍の影響を受け、ウェビナー（Webでの
オンラインセミナー）形式によるバーチャルサミットと
して開催されています。2021年の春のバーチャルサミッ
トは、2021年3月15日から3月26日の日程で開催され、プ
レゼン259件、セッション数56、出席者1047名の参加が
ありました。

インフラ分科会における進捗状況は、図2のとおり、
橋 梁（IFC Bridge）、 鉄 道（IFC Rail）、 道 路（IFC 
Road）、港と水路（IFC Ports ＆ Waterways）、トンネ
ル（IFC Tunnel）、地盤・土工・舗装・排水・空間構成
等（Common Schema）に関するIFCの作成が進められ
ています。遅れて開始されたトンネルを除いて、インフ
ラ分野に拡張したIFCの標準が、本年7月頃にIFC4.3と
して最終版となる予定であり、2022年にはISO規格とし
ての承認を目指しています。また、分野によっては、さ
らなるIFC拡張の検討が始まっています。

3．今後の活動について
秋の国際会議は、バーチャルサミットとして、2021年

9月27日から10月8日に開催される予定です。インフラ分
野に拡張されたIFC4.3は漸く7月頃に最終版となります
ので、次回の国際土木委員会では、その報告ができるで
しょう。

引き続き、国際動向を的確に把握しながら適切な対応
が取れるように国際土木委員会の活動を進めて参ります。

 （国際土木委員会事務局員　明野和彦）

ニュースと解説

第9回「国際土木委員会」の開催
〜 2021年春の国際会議（バーチャルサミット）参加報告 〜

図2　インフラ分野のIFC拡張の進捗（bSI資料より）
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BIM/CIMコーナー

1．はじめに
IoT（Internet of Things）は、あらゆるモノがインター

ネット接続できるようになることに焦点が当てられてい
ます。モノがネットワーク化されることでフィジカル世
界におけるデータの収集と、逆にモノにネットワーク経
由でデータを送ることでの機能を果たすことが可能にな
ります。

現在、国や地方公共団体では、公共工事において「段
階確認」「材料確認」と「立会」を必要とする作業に遠
隔臨場を適用して、受発注者の作業効率化を図っていま
す。一方で、現場が地理的、地形的要因でネットワーク
が構築できないため遠隔臨場が適用できない事例もある
ようです。

今回は、この課題を解決する一つの例として「ローカ
ル5G」について紹介します。

2．ローカル5Gとは
5Gは2020年からサービスが開始されていますが、す

ぐに全国的に使えるようになるわけではありません。最
初のうちは都市部を中心にカバーエリアが広がっていく
ため、自ずと人口の少ない地域や山間部は後回しになり
ます。5Gは障害物に弱い特徴から、従来より多くの基
地局が必要なため、整備に時間がかかるとされています。

このため、山間部などでは行政が通信業者に代わり独
自の5Gネットワークを整備する「ローカル5G」、あるい
は5Gの低遅延・多数接続の特徴を生かして、プライベー
トな5Gネットワークを構築し、現場で多数のセンサー
を接続する「ローカル5G」という活用方法があります。

ローカル5Gは、通信事業者による5G回線とは別に、
一部のエリアまたは建物内・敷地内などにWi-Fiのよう
に自前で5G環境を構築する方法です。また、ローカル
5Gでは通信環境をスポット的に構築できるため、基地
局のない場所でも通信可能です。例えば、山奥にある工
事現場でローカル5Gを構築し、遠隔で現場をモニタリ
ングしたり、重機を遠隔操縦したり、段階確認や立会な
どもできる可能性は高いです。

3．特徴
ローカル5Gの特徴は、次の7つが挙げられます。
①　一般回線のように輻輳しない
②　Wi-Fiよりも広範囲をカバーできる
③　必要な場所や期間で柔軟に整備できる
④　通信事業者に左右されない
⑤　一般回線と異なりデータをローカルで扱える

⑥　通信トラブルの影響を受けにくい
⑦　セキュリティ強化が可能
ローカル5Gは、通信事業者が5Gサービスを提供して

いないエリアに、5Gネットワークを独自整備したり、
産業用途でプライベートな5G環境を構築するのに役立
ちます。ただし、ローカル5Gを運用するには、国指定
の無線局免許取得が必要となります。

また、独立したネットワークを持つローカル5Gは、
通信障害や災害にも強いと言われています。通信事業者
の回線をベースに5Gを利用すると、他のエリアの障害
の影響を受ける可能性がありますが、ローカル5Gは周
囲の環境の影響を受けづらく、仮に不具合が出たとして
も自前で修理を行なえばすぐにネットワークを復旧させ
ることができます。

一方で次のようなデメリットがあります。
①　 ローカル5Gのサービスは2020年にスタートした

ばかりであるため、業務で活用できるレベルまで
システムを構築する際に、どれほどのコストが必
要となるのか現状では不透明

②　周波数が直線型で障害物に弱い

4．ローカル5GとWi-Fiとの相違
従来、このような状況ではWi-Fiが使われてきました。

Wi-Fiは免許不要で、安価に高速なプライベートなネッ
トワークを構築できる手段です。

5Gで通信速度が大幅に向上した結果、通信速度上は
大きな差がなくなってきています。Wi-Fiに対するロー
カル5Gのメリットは、免許が必要なことによりセキュ
リティが高度で通信品質が安定していることです。携帯
電話のようにSIMを入れなければ接続できない点でセ
キュリティが向上し、Wi-Fiのように多数の電波が飛ん
で速度低下する現象を避けることができます。

5．おわりに
5Gに対応したIoT機器が社会全体に普及することによ

り、道路や橋梁等のインフラにおいても、異常監視シス
テムなどによるリアルタイムでの管理、異常の早期発見
等が可能となります。これにローカル5Gのシステムを
加えることで、遠隔臨場の適用範囲が広くなるだけでな
く、維持管理においてBIM/CIMデータとの連携という
活用場面が大いに期待できます。

 （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その60）
― 遠隔臨場での活用 ローカル5G ―
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関東地方センターは、関東1都8県を担当管内として、
JACICが提供する各種システム等の普及促進活動などを
行っています。

■「JACICルーム」の紹介
令和3年4月からJACICクラウドをリニューアルし、

「JACICルーム」を提供しています。
「JACICルーム」は基本機能であるファイル共有や

Web会議に加え、専門機能として防災機能を標準装備
しています。防災機能は現場のLIVE映像や現場の写真

（360°カメラ含む）をリアルタイムに共有できます。
4月8日に、甲府河川国道事務所において「JACICルー

ム」防災機能のデモを行いました。
①　PC、タブレットで防災機能を立上げ。
②　タブレットカメラのLIVE映像をPCで確認。
③　 タブレットで写真を撮影、登録。PCで写真が地

図上の事務所の位置にピン留めを確認。写真をク
リックし拡大表示。

④　 360°カメラでも同様に撮影、登録。PCのマウス
操作で360°自在に回転させて閲覧。

■コリンズ・テクリス検索システム等の普及活動
コリンズ・テクリスや建設副産物情報交換システム（コ

ブリス）等JACIC運用システムの普及促進に努めていま
す。
関東1都8県の加入状況（令和3年3月末現在、試用含む）

区分
コリンズ（JCIS 含む） テクリス コブリス

97 未加入 97 未加入 97 未加入

都・県 9 0 9 0 8 1

政令市 5 0 5 0 4 1

市・区 208 22 102 128 117 113

町村 67 118 33 152 30 155

■建設技術展2020関東」に出展
「建設技術展2020関東」（主催：日刊建設工業新聞社）は、

新型コロナウイルス感染拡大により、令和3年2月16日〜
3月31日、オンラインの開催となりました。

JACICでは、JACICクラウドやi-Conチャレンジ戦略
等の資料を登録し、閲覧やダウンロードができるように
しました。
（技術展全体で126社出展、訪問者数約3,000人）

令和3年度は「建設技術展2021関東」として11月25日
（木）、26日（金）に開催されます。

JACICでは、昨年度と同様、出展することとしていま
す。建設技術展にお越しの際はぜひお立ちよりください。

 （前関東地方センター長　平石 進）

関東地方センターの活動
地方便り

写真が地図上にピン留めされる

360°画像（マウスで自在に回転できる）
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