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社会基盤情報標準化委員会（以下、「委員会」といい
ます。）は2000年に設置されて以来、建設分野の情報化
を進めるため、情報の標準化に関する活動を行ってきま
した。

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
機動的な対応や、広範囲にわたるテーマへの取り組みを
実施するため、建設生産・管理システムの標準化に係わ
る検討テーマに合致する検討テーマを公募し、小委員会
として活動していただいています。

現在、2022年度開始の小委員会活動として、以下のと
おり公募しています。

■�公募期間：2022年2月1日（火）
� 〜2022年4月25日（月）
1．小委員会の活動期間

活動期間は、小委員会検討テーマ採択決定（2022年6
月下旬〜7月上旬ごろ）の翌日から2024年6月末（約2年）
とします。なお、委員会が小委員会検討テーマを採択し
てから1か月以内に実施活動計画書を提出してください。
また、委員会にて活動成果の報告を行い、委員会の承認
を経て小委員会活動は終了となります。

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、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応募事項
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 「円滑な電子データの流通基盤の構築」に関するテー

マ
　⇒ データ流通のためのデータ交換標準の整備に関す

るテーマを指します。
　（例）・建設関係データのコード体系の標準化
　　　・契約形態とBIM/CIMの活用に関する標準化
　　　・ 土木分野の3次元データを他分野のデータと

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
　　　・3次元データ納品形式に関する標準化
　　　・オンライン電子納品に関する標準化

　　　・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」に関するテー

マ
　⇒データの利活用に関するテーマを指します。
　（例）・ クラウド等新たな技術の3次元データ管理シ

ステムへの活用方法
　　　・建設プロセスを跨いだデータ連携・活用方法
　　　・3次元電子納品データの活用
　　　・ IoT/AIの 土 木 分 野 へ の 適 用 方 法（AIと

BIM/CIMの連携方法など）
　　　・土木分野での4D、5Dデータの活用方法
　　　・ BIM/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

生産・管理システムの活用方法
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

これまでの採択状況は、2013年度は5件、2014年度は3
件、2015年度は3件、2016年度は1件、2017年度は2件、
2019年度は4件採択、2020年度は応募なし、2021年度は2
件採択。

昨年度（2021年度）の社会基盤情報標準化委員会は、
下図のとおり委員会、特別委員会のほか、2つの小委員
会を設置して検討を進めて参りました。

4．応募に関するご案内
JACICホームページで申請方法、申請書類など詳細を

掲載しています。ご高覧いただき、ご応募ください。
2022年度　社会基盤情報標準化委員会　小委員会検討

テーマに対する公募案内：
https://www.jacic.or.jp/hyojun/2022shouiinkai_oubo.html

 （建設情報研究所　副所長　明野和彦）

2022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

JACICからのお知らせ

（JACIC）

スマートインフラセンサモニタリングデータにおける
メタデータ標準化検討小委員会

小委員長：五十嵐　善一
 （スマートインフラセンサ利用研究会）

社会基盤情報標準化委員会

委員長 ： 柴崎　亮介（東京大学）

BIM/CIMにおける情報エコシステム小委員会
小委員長：山本　賢司

 （buildingSMART Japan）

特別委員会
　委員長：皆川　勝
 （東京都市大学名誉教授）

https://www.jacic.or.jp/hyojun/2022shouiinkai_oubo.html
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1．はじめに
新型コロナウイルス感染症（COVID-19：COrona-

VIrus Disease-2019）の感染拡大で人の移動が制限され
ることがあるなか、XR（エックスリアリティまたはクロ
スリアリティ/エクステンディッドリアリティ：X Reality/
Extended Reality）は最もFace to Faceに近いコミュニ
ケーションとして大きく注目を集めており、遠隔からの
作業支援、バーチャル会議など、その活用の幅を日々広
げています。

今回は、XRにまつわる現状について概説します。

2．概説
XRは、VR（Virtual  Real i ty：仮想現実）、AR

（Augmented Reality：拡張現実）、MR（Mixed Reality：
複合現実）、SR（Substitutional Reality：代替現実）など、
現実世界と仮想世界を融合させ、その結果を人の感覚に
フィードバックさせる技術、新たな体験を創造する技術
を総称したものです。主に、作業支援、検証、教育・研
修などのソリューション分野で活用されています。

VRは、背景・環境もCG（Computer Graphics：コン
ピュータグラフィックス）で作成した仮想世界ですが、
ARは現実世界にCGの仮想情報を重層して表示します。
MRは、現実と仮想情報が融合・相互作用したVR／AR
の上位概念とされています。これらの共通点は、3次元
データや位置関係を取り扱う空間コンピューティング技
術であり、この分野は進化が早く、毎年のように技術革
新が起きています。

米国では、3次元空間と空間内オブジェクトを扱う計
算プログラム作成や、ARコンテンツ開発の基本的枠組
みとしてスペーシャルコンピューティング/空間コン
ピューティング（Spatial Computing）が提唱されてい
ます。これは、機械、人、モノの動きと、その環境をデ
ジタル化し、さまざまな作用と相互作用を実現して最適
化する技術で、製品、人、場所、プロセス全体の価値を
高めるユースケースに無限の可能性があるとされていま
す。すでに、我が国ではユースケースとして防災設計の
可視化や店舗でのセンサー配置のシミュレーション、物
流ドローンのフライトシミュレーションなどで活用され
ようとしています。

また、コロナ禍のため外出できない、あるいは集まれ
ない状況の中で、2020年頃から急激にVRへの注目度が
高まっています。なかでもバーチャル会議やバーチャル
ツアーでの利用形態が多くなっているようです。

（1）バーチャル会議
バーチャル会議は、仮想のルームを作ってそこに複数

の人数が集まり、その場でスライド表示やホワイトボー

ドに書き込みをするなど、研修会やイベントなどで活用
されています。

各ユーザーは3次元のアバター（avatar）で表示され、
HMD（Head Mounted Display：ヘッドマウントディス
プレイ）を使用することにより、頭の傾きやハンドトラッ
キングに対応して身振り・手振りを反映するので、表現
豊かなコミュニケーションが実現できます。

（2）バーチャルツアー
バーチャルツアーは現実の施設、例えば建設現場や工

場・学校などへの見学や訪問体験をさせたい場合に採用
されています。360度の写真や3次元スキャンにより現実
の空間をデジタル化し、そこを歩き回れるようにしてい
ます。

この基本はシングルアクセスであり、通常のWebペー
ジのコンテンツとして実装可能となっています。また、
3次元スキャンやCGで実際の空間を再現したデジタル空
間に、複数人で集まって交流するというハイブリッドな
方式も可能です。

3．おわりに
現実の都市や人、モノまでをすべてデータ化/デジタ

ル化を行いバーチャルに反映して、そこでデータを操作
したり、シミュレーション結果を現実にフィードバック
する機会が増大することが想定できます。まさしく現実
世界の双子のデジタル世界、デジタルツイン（Digital 
Twin）時代の到来です。

XR技術は、可視化するための重要なフロント技術で
あり、製造、教育・研修、流通、社内利用、エンターテ
インメントなど様々な分野に浸透し、今後我々の仕事や
生活に変革をもたらしつつあります。また、XR技術を
駆使して、位置情報や3次元空間上のインタラクション
を実現する革新的で有用なソリューションが、近年の技
術革新やインフラ整備により、展開されつつあります。

国土交通省で実施されているBIM/CIMや全国の3D都
市モデルをオープンデータとしたPLATEAUプロジェク
トが建設分野における代表的な一例と言えます。また、
多くの民間企業でも様々な取り組みが実施されています。

JACICは、̒ i-conʼチャレンジ戦略においてデジタル
ツインを活用する方策、DX時代の新しい仕事の仕方を
提案しています。本年1月に改訂を行っていますのでご
覧いただくとともに、ご指導・ご鞭撻をいただければさ
いわいです。

（https://www.jacic.or.jp/etc/jacic_challenge_menu17.html）

 （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その64）
―�デジタル時代におけるXR技術�―

BIM/CIMコーナー

https://www.jacic.or.jp/etc/jacic_challenge_menu17.html
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関東地方センターの活動
地方便り

関東地方センターは、関東1都8県を担当管内として、
JACICが提供している各種システムなどの利用促進並び
にフォローアップ活動を行っています。

今回は関東地方センターの最近の主な活動について紹
介します。

■「建設技術展2021関東」への出展
「建設技術展2021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が減速した中で、令和3年
11月25、26日に東京池袋のサンシャインシティ展示ホー
ルにて臨場とオンラインの併用にて開催されました。

（2020年度はオンライン開催のみでした。）
技術展全体では111社が出展し、2日間の総来場者数は

約6,500人で、オンライン展示会の登録者数は4,500人と
なり、盛況の内に終了することができました。

JACICブースでは、JACICクラウドを活用した新たな
マネジメントの提案を主に、JACICルームについてのパ
ネル展示、パンフレット配布、モニターによる動画展示
及びPCによるJACICルーム専門画面のデモンストレー
ションを行いました。

JACICの展示ブースの様子

特に、JACICルームのデモンストレーションでは同日
に開催された「建設フェア四国2021」の会場とのライブ
映像の相互配信を行い、来場者の皆様に専門画面のいろ
いろな機能を体験していただきました。

あらためてJACICブースにご来場いただき、ありがと
うございました。

■「JACICクラウド」の案内
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等の「専門
画面」を標準装備しています。
「専門画面」を使った、仕事の様々な場面での有用性

をご理解いただいているところです。
また、専門画面を使用した手順書により業務の効率化

に資するものと考えています。
今後も、改良を重ねていきますので、一度体験してい

ただきたいと思います。

■「電子入札コアシステム会議」の開催
新型コロナウイルスの感染拡大により関東地方ブロッ

ク会議が8月に資料回付になり、さらにオミクロン株に
よる新型コロナウイルス再拡大に伴い、1月21日に予定
していた令和3年度電子入札コアシステム会議も資料回
付（1月29日〜28日）とさせていただきました。

関係する皆様方にはお手数をおかけしますが、引き続
きよろしくお願いします。

 （関東地方センター長　金子勝）

JACICクラウドのデモの実施
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