
令和4年4月1日発行（毎月1回1日発行）

一般財団法人日本建設情報総合センター

2022
4月号/No.395

- 1 -

JACICでは「JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略」を改訂します。また、2022年度はJACICクラウドの大幅な機能向上
を図り、現場のDXを加速します。
①　新機能「見える手順書（システム）」の構築

JACICクラウドの専門画面を活かした「見える手順書（システム）」として、3つのタイプ（オペレーション編、
マネジメント編、アーカイブ編）のものを構築する。
②　3次元GISの活用

JACICクラウドに3次元GIS機能を搭載し、3次元統合モデルのみならず3次元GISの利用を可能にする。3次元統
合モデルと3次元GISの特徴を活かして使い分けることがマネジメントの要諦となる。
③　�ICTプラットフォーム（協調領域）の構築

官民の関係者間の協調領域として情報共有の中核をなすICTプラットフォームと専門画面を搭載したJACICクラ
ウドを提供する。
なお、チャレンジ戦略及びアクションプランに加えて参考として、具体的な事例を巻末に掲載した。

はじめに
i-Construction及びインフラ分野のDXが進展する中
で、JACICではJACICクラウドによるDX時代の新たな
マネジメントを提案し、現場の変革の実現を目指してい
る。ここで言うDX時代の新たなマネジメントとは、複
数現場のモデルやデータ、画像・映像等様々な情報を集
約、一元化して合理的に手順を整理し、可視化及び共有
化するとともに、継続して効率的かつ効果的に関係者間
で利活用できるシステムを構築することである。このた
め、JACICクラウドでは、ICTプラットフォームを中核
としたシステム連携（図-1）を提案している。マネジメ
ントの方法としては、目的に応じた機能を統合した「専
門画面」や手順の可視化と「専門画面」を組み合わせた
「見える手順書（システム）」を用いることを提唱した。
本稿では、新たな提唱となる「専門画面」及び「見え
る手順書（システム）」について、具体的に紹介する。

「専門画面」
専門画面は、作業に必要なデータ、モデル、画像、映
像等を複数の画面構成で集約、一元化するもので、確認
事項や作業手順等のマネジメント内容に応じて画面を構
成する。従来別々に利用していた、もしくは利用できてい
なかったデータ、モデル、画像、映像等を簡単かつ便利
に組み合わせて可視化でき、必要な作業に関して素早く

効率的、効果的に利活用ができる機能統合型画面である。
専門画面の画面構成及び機能は、図-2のとおりである。
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メインウインドウ
地図(GIS基盤)をベースに、各ポイント(ピン)を設定でき、画像やメ
モなど現地の状況を表示できる

は自由に構成することができま
す。

＜専門画面（防災）の例＞

効率的かつ確実に指示
や報告ができます。

テロップ機能

必要な外部情報を現地
でも簡単に利用できます。

外部情報例
・川の防災情報
・気象庁：潮位観測情報
・日本道路交通情報
（JARTIC)

情報ハブ機能

地図（GIS）とGPSによる
位置情報を関連付けて、
作業者等の位置や状況
及び写真や映像などの
現地情報を、素早く把握
することができます。

地図機能

各地点で撮影した写真
をリアルタイムで確認す
ることができ、各地点の
写真を一覧表示すること
も可能です。写真は
360°画像にも対応して
います。

写真・動画機能

各地点で撮影した写真
をリアルタイムで確認す
ることができ、各地点の
写真を一覧表示すること
も可能です。写真は
360°画像にも対応して
います。

LIVE配信機能

・現場における様々な情報やデータを、一つの画面で組み合わせて可視化でき、必要な作業に関して素早く、効率的、効果的に利活用できます。
・見える手順書（システム）を画面で展開することで、画面を“見る”から“使う”へと進化することができます。
・JACIC画面は防災、プロジェクト管理、巡視・点検、監督・検査等目的に応じた多様な専門画面を順次構築・提供していきます。

図-2
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ニュースと解説
メイン画面と下方のサブ
画面、左側のタッチパネ
ル（機能選択、画面切替）
から成っている。基本的
な機能としては、地図、
写真・動画、LIVE配信、
テロップ、情報ハブ、各
種情報共有などの機能で
ある。機能については、
利用者が独自かつ自由に
組み込むことができ、「お気に入り画面」を構築できる。

「見える手順書（システム）」
画面の構築は、手順の画像・映像化であり、手順（マ
ネジメント）の見える化ができ、画面を利用した手順
書「見える手順書（システム）」を作成することがで
きる。
「見える手順書（システム）」とは、様々な機器のオ
ペレーションや業務のマネジメントの手順を、作業フ
ローに基づき画像・映像を用いて可視化するとともに、
情報共有システムを用いて即時、同時に共有し、業務
の即時性、的確性、効率性等の向上した画面の利用・
操作システムと定義される。
「見える手順書（システム）」の利用は、オペレーショ
ン編、マネジメント編、アーカイブ編の3つのタイプ
を考えている。（表-1）
オペレーション編は、スマートグラスやタブレット
等の画面上に直接もしくはARコード等の読み取りか
ら手順が示され、情報共有機能でバックアップの支援
が受けられるものである。的確かつ安全に作業を行え
る。（図-3）マネジメント編は、専門画面上で作業フロー
を基に主体者の行動、責任、権限等を明確にしたフロー
図を作成し、それと併せて各作業で用いる画面を示し
て作業の見える化を図るものである。こうした見える
化した手順書を画面上で展開し、画面操作及び情報共
有機能により、一連の作業を集約、一元化して的確か
つ効率的に作業を進められるようにする。（図-4）アー
カイブ編は、工程表や地図等を活用し、手順や時間、
地理情報のみならず関係業務との関係を明確にした形
で成果品の時空間のマップとの紐付けを行うものであ
る。例えば工程表に成果品を位置付け、成果品の内容
等属性情報を組み合わせることでメタデータに役立て
ることができる。さらに、カレンダー機能と専門画面
の地図機能を活用した現場データのメタデータの構築
を行う。保管されている成果品の検索や利活用を効率
的、効果的に行えるようにする。（図-5）
「見える手順書（システム）」は、単なるマニュアル
書ではなく、情報共有機能付き手順操作画面の役割を
果たすもので“見る”から“使う”へと進化したもの
である。
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№1継電器盤 はい
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補機2盤
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№3継電器盤 はい

制御用直流電源盤 はい

1号主ポンプ
機側操作盤

発電機用直流電源盤 はい

2号主ポンプ
機側操作盤

作業写真2

マーカーが異なれ
ば次に進まない
（誤動作の防止）

②ARマーカーを読み取り、操作盤の場所、手順を取得。

AR技術を用いて操作位置、操作方法・手順のナビゲーション及び帳票の作成が可能
　・　ポンプ起動操作時間３１％短縮
　・　帳票作成８９％短縮

①タブレットの画面の指示に従い、排水機場内を移動。 ③画面の指示どおりに操作を実施。

帳票の作成、確認、保存

作業結果

もし不具合発生したら支
援システムと連携可能

タブレット画面

タブレット画面

図-3　オペレーション編

図-4　�マネジメント編�
作業フロー＋�専門画面＝見える手順書（システム）

作業フロー＋ 専門画面＝ 見える手順書（システム）

図-5　�アーカイブ編�
工程表（専門画面）から成果品の引継ぎ、利活用
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時間軸→

1～3年目 4～6年目 7～9年目 10～12年目 13～15年目 16～18年目 19年目～

① ○○年度
○○詳細設計業務

設計CIMモデル

② ○○年度
○○ダム堤体施工工事

施工CIMモデル

③ ○○年度
○○試験湛水管理業務

試験湛水CIMモデル

④ ○○年度
○○ダム管理業務

維持管理CIMモデル

① ② ③ ④

DXデータセンター

＋①～④成果品リスト

表-1
見える手順書 対象となる手順の内容 参考となる事例 利用ツール

オペレーション編 機器操作・点検等の既定作
業手順

排水機場や樋門等操
作・点検

JACIC クラウド専門画面
スマートグラス、
タブレット等

マネジメント編 業務の基本的な遂行手順 水防、水質事故対応等 JACIC クラウド専門画面
スマートフォン、
タブレット等

アーカイブ編 工程表や地図等の時空間の
マップと成果品の紐付け

成果品格納・検索 JACIC クラウド専門画面
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ニュースと解説
おわりに
本稿で示した「専門画面」及び「見える手順書（シス
テム）」は、JACICクラウドに実装をする。実装した「専
門画面」は昨年の雪寒対応で効果を発揮し、2022年度水
防演習においても利用される。「見える手順書（システ
ム）」については実装に向けて準備をしている。
Digital�Twin、画像・映像のIntelligence活用、メタバー
ス等今後ICTの進展とともに画面の役割はますます重要
となる。これまでも仕事の仕方は変化してきた。現在の
仕事の仕方がいつまでも続くものではない。技術の進歩
は著しく、DXによる変革はスピードが速い。皆さんに
は、とにかくDXへ向けて画面の活用から活動を開始し、
成長に向けての舵を切って欲しい。

3次元GISの活用
測量・調査から維持管理まで、ICTを用いた3次元デー
タの利活用ツールを整理すると、利活用目的に応じて主
に表-2のようになる。
測量・調査や維持管理の段階では、観測・計測や調査
の取得データの整理・蓄積・活用が主となり、3次元点
群モデルや3次元GISを主として用いることになる。
設計や施工・事業監理の段階では、BIM/CIMモデル
や3次元統合モデルを用いるが、施工・事業監理におけ
る出来形等の計測・管理では3次元点群モデルを用いる。
また事業監理では、BIM/CIMモデルや3次元統合モデル

のみならず、3次元点群モデル等の活用を図り
ながら操作性の良い3次元GISを用いる。維持
管理までのプロセスを考えると3次元GISの利
用は効果的である。
3次元点群モデル、BIM/CIMモデル、3次元
GISは、それぞれの特性を上手に使い分けるこ
とがマネジメントの要諦となる。特に3次元統
合モデルと3次元GISは、表-3に示すように根
本的に、モデルとデータの利用という違いがあ
り、機能や特徴に応じて目的に適した利用を考
える必要がある。
基本的な考え方は上記のようになるが、どの
建設プロセスにおいても、目的と利活用ツール
の特性を考慮して選択すれば良い。

ICTプラットフォーム 
（協調領域）の構築
従来の情報ASPを活かしながら、ICTプラッ
トフォームと協調領域及び専門画面の構築によ
り、ICTを活かした新たなマネジメントに必要
な機能が付加された事業監理を実現する。単独
のみならず複数の事業監理として異なる情報
ASPを用いても工程管理、出来高管理、品質管
理等を専門画面上で集約、一元化して効率的、
効果的に行えるようにする。ICTプラット
フォーム（協調領域）を設定することにより、
個々の情報ASPの機能の改良・追加を行う必要
はなく、効率的安価に発注者の要請に応じるこ
とが可能となる。
維持管理段階の専門画面と連携を図ることに
より、データの円滑な引継ぎ、効果的な利活用
を可能にする。
� （理事　尾澤卓思）

表-2　建設プロセスと利活用ツール

表-3　3次元統合モデルと3次元GIS

3次元GISとBIM/CIMの統合共有基盤イメージ
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地方の建設業のi-Construction及びDXへの取り組み状況
― アンケート調査から見える知見 ―

ニュースと解説

1．趣旨
JACICでは、2020年2月JACIC情報121号において「現
場まるごとi-Con化−地方からのチャレンジ−」という
特集号を組んで、i-Constructionの推進に努力している
地方の企業の方々に取り組みの紹介をしてもらった。
それから2年、2023年度BIM/CIMの公共工事原則適用
などi-Costructionが急ピッチで進む中、コロナ禍の影響、
インフラ分野のDXの推進など新たな局面を迎えてきた。
このため、JACIC情報121号で取材をした地方の企業
にその後の取り組み状況や課題などアンケート調査によ
りフォローアップを行った。先導的に取り組まれてきた
地方の企業がこれまでどのように取り組まれてきたか、
何を考えてこられたか、をとりまとめ、BIM/CIM原則
適用の2023年度を1年後に控えた現在、取り組みに努力
をされている様々な企業に資する知見や情報を紹介する。
アンケート調査は、45社に配付し、43社から回答を得
た。（回答率96％）

2．ICT施工及びBIM/CIMの取り組み状況
43社すべてがICT施工を実施しており、そのうちBIM/
CIMとICT施工をともに実施している社は16社（以降
BIM/CIMグループ）であり、残り27社（以降ICT施工
グループ）はICT施工のみ実施している。

43

16
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40

ICT施工 BIM/CIM 遠隔臨場

取組分野

43

N=43

※重複集計あり

�アンケート結果を見ていく上で、BIM/CIMを実施し
ている社としていない社で傾向に違いがあり、以降の分
析において重要なポイントになる。
オペレーションを主体とするICT施工と設計・施工の
マネジメントに関わるBIM/CIMでは、意識や取り組み
方が異なる。

3．実施内容と体制
BIM/CIMグループ、ICT施工グループともに、ほぼす

べて測量から設計、施工まで3次元のデータを扱っている。
�実施体制は、BIM/CIMグループでは、記載なしを除
く約9割の社が専門部隊を設置し、明確に従来型とは分
けている。ICT施工グループは、同様に約5割の社が設
置しており、まだ混在している社がある。BIM/CIMを
扱うためには、専門性が高く、本格的な取り組み体制が
必要と言える。

専門部隊
専門部隊の
有無 摘要 BIM/CIM

グループ
ICT 施工
グループ

あり 専門部署の設置につい
て明記されているもの 11 8

なし
専門部署等を持たない
ことが明記されている
もの

1 7

記載なし
記載からは上記いずれ
であるか読み取れない
もの

4 12

実施にあたって、参考とした事項では、BIM/CIMグ
ループ及びICT施工グループともに、ツール販売業者の
知見を挙げており、利用にあたってツール販売業者の
サービスやサポートが重要なポイントになる。特にICT
施工グループは機器の利用が主体となるため、この割合
が高い。BIM/CIMグループでは、行政主体にガイドラ
イン等の充実が進んでおり、行政資料がユースケースを
示す一般文献等と併せて利用されている。
4．取り組みによる効果と工夫
取り組みによる効果について、Time（作業効率化・時

間短縮）、Safety（安全性向上）、Quality（品質向上）、Cost
（コスト縮減）、Training（教育・研修）、Environment（環

31.3% (5社)

31.3% (5社)

12.5% (2社)

12.5% (2社)

12.5% (2社)

12.5% (2社)

6.3% (1社)

44.4% (12社)

18.5% (5社)

11.1% (3社)

7.4% (2社)

7.4% (2社)

3.7% (1社)

3.7% (1社)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ツール販売業者の知見

行政資料・一般文献

業界専門企業の知見

講習会等

独自に取組を推進

先行事例等

アドバイザーの知見

参考にした事項

BIM/CIMグループ ICT施工グループ

※重複集計あり

■N=16 ■N=27
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ニュースと解説
境保全）の6つの評価軸で回答をいただいた。
BIM/CIMグループでは、Environmentを除く5つの評
価軸で7割以上の社から効果があると回答を得た。ICT
施工グループでは、TimeとSafetyの2つの評価軸で約6
〜8割以上の社から効果があると回答を得た。特に、
BIM/CIMグループでは、Quality、Safety、Timeの順に
効果が高く（いずれも8割以上の社）、干渉や接触、切断
等の予防、施工手順の見える化等設計・施工の現場にお
けるマネジメントで効果を発揮していることがわかる。
ICT施工グループでは、機器のオペレーションが主体の
ため、Time、Safetyの順に高く、BIM/CIMグループと
異なり効果の発現にやや偏りがある。

81.3% (13社)

87.5% (14社)

93.8% (15社)

75% (12社)

68.8% (11社)

18.8% (3社)

25% (4社)

85.2% (23社)

63% (17社)

48.1% (13社)

48.1% (13社)

29.6% (8社)

0% (社)

7.4% (2社)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【Time】作業省力化や効率化、工期短縮につながった

【Safety】安全性向上に寄与した

【Quality】品質向上・高度化に寄与した

【Cost】コスト縮減に役立った（費用や人員最小化）

【Training】教育・研修に役立った

【Environment】環境保全に役立った

その他

取組による効果（複数選択可）

BIM/CIMグループ ICT施工グループ

■N=16 ■N=27
※重複集計あり

�効果を得るための工夫としては、技術と人材面を中心
に表のような取り組みがなされている。BIM/CIMグルー
プでは、専門部署、社内教育、社内マニュアル等内製化
に向けた取り組みが顕著である。

5．取り組みの課題と対応
取り組みにおける課題は、BIM/CIMグループ及び

ICT施工グループに共通して、人材、ルール、技術の面
で挙げられている。具体的には人材面では、専門人員や
人手の不足、教育時間や教材の制約、ルール面では、要
領やガイドラインの扱い、情報不足、技術面では、ソフ
トウェアの扱い等である。さらにICT施工グループでは、
コスト面での課題が挙げられている。機器の導入に費用
が掛かることが窺われる。

43.8% (7社)

31.3% (5社)

25% (4社)

6.3% (1社)

12.5% (2社)

31.3% (5社)

29.6% (8社)

33.3% (9社)

18.5% (5社)

22.2% (6社)

11.1% (3社)

22.2% (6社)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【人材】人材育成の方法や機会がない

【ルール】取り組みを行うにあたってのルール作りが必要

【技術】取り組みを行うために対応できる技術がない（あるいは少な
い）

【コスト】必要なコストが高い（資金不足）

【運用】何から進めてよいかわからない

その他

BIM/CIMグループ ICT施工グループ

取組みにあたっての課題（複数選択可） ■N=16 ■N=27
※重複集計あり

�課題への対応を実際に行っている企業は、まだ少ない。
実績を積み重ねているところであり、課題の明確化はし
ても、本質的な対処まで踏み込めていないものと思える。
これからの対応となる。課題への対応としては、新規採
用や社員教育による専門人員の拡充、内製化等に向けた
社内マニュアル等の作成、社員教育などが挙げられてい
る。
ICT施工グループでは、今後BIM/CIMを導入する予
定である企業が約4割弱の10社あり、2023年度の公共工
事原則適用等の動向を踏まえて、BIM/CIMの普及が進
むことがわかる。

6．他企業へのアドバイス
先導的にi-Constructionに取り組んできた地方の企業
に、最後にこれまでの知見や経験を踏まえて他の企業へ
のアドバイスを記入していただいた。
アドバイスは、BIM/CIMグループからが多く、特に

表　効果を得るための工夫

BIM/CIMグループ ICT施工グループ

技術

・クラウドサービスによるデータ利用環境の整備
・活用の有効性を事前に協議
・導入にあたってのメリットや効果を周知
・ノウハウ獲得のため、情報収集や講習会参加
・職員への浸透を目的とした社内マニュアル等の整備
・専門部署で内部からの相談を受け付け
・完全内製化の徹底
・導入技術の効果・妥当性を検証

・技術活用の妥当性を確認し、計画を立案した上で実施
・�現場や担当者が技術を自主的に使いたいと思える環境づく
り

・現場条件に合わせ、効果の出る工種への取り組み

人材

・社内の担当技術者を講師として社内教育・指導を実施
・�技術職員を中心に意見交換を行い、課題の共有・理解促
進・技術力アップ

・苦手意識を持つ先輩社員がいる中で若手中心に進める方針
・�3 次元データを作業員に見せることで事前に完成イメージ
の共有

・�若手社員を中心に ICT を始めとする新技術導入の重要性
について研修
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ニュースと解説

内製化や全社一体となっての取り組みの重要性、経営者
の決断・理解の必要性が唱えられた。これはBIM/CIM
グループの約6割の企業からでICT施工グループの1割弱
と大きな差となった。BIM/CIMの利用は、現場のマネ
ジメントにおいて幅広く役立ち、関係者も多く、仕事の
進め方において大きな変革をもたらすことが要因であろ
う。新たな経験による知見や試行錯誤を含め、取り組み
においてかなり努力や苦労をされた結果がアドバイスに
反映されていると考えられる。BIM/CIMについては、
覚悟と本格的な取り組みが必要である。また、両グルー
プに共通して、まずは取り組みを開始すること及び最新
情報の入手の重要性が挙げられた。悩んだり、完成度や
規模に拘ったりで足踏みをせず、できることから始め、
少しずつ課題の克服をしていくことが推奨された。無理
のないアプローチで早く着手することが大切である。

7．まとめ
アンケート結果からわかったことを簡潔にまとめてみ

ると表のようになる。i-CostructionやDXへの取り組み
が急速に進められている過渡期において、試行錯誤を繰
り返しながら自社の道筋を作っていくことが重要であ
る。アドバイスにあるようにまず着手することが重要で
あり、経営者は覚悟を決め、できることから本格的な体
制でチャレンジしていただきたい。ツール販売業者等
サービス提供者は、丁寧かつわかりやすいサポートが重
要であり、建設業界においても情報提供等支援の充実が
望まれる。
JACICでは、「JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略」のも

とにJACICクラウドを用いたDX時代の新たなマネジメン
トを提案しており、官民のi-Construction及びDXの推進
を支援している。JACIC情報125号では、今回のアンケー
トの詳細の結果を含め、現在の地方の企業のi-Costruction
やDXへの取り組みを特集しており、大いに参考になるも
のと確信している。是非、一読されることをお勧めする。
� （理事　尾澤卓思）

BIM/CIM及び ICT施工への取り組み

ICT利活用データ 3次元データが基本

実施体制
（留意点）

専門部署、専門人員、内製化、全社一体の体制
経営者の決断・理解

主な効果

①作業効率化・時間短縮
②安全性向上
③品質向上
④コスト縮減
⑤教育・研修
※ ICT施工の場合は①、②が主

課題
人材：　専門人員や人手の不足
ルール：要領やガイドラインの扱い（改訂等変化）、情報不足
技術：　ソフトウェアの扱い
コスト※ ICT施工：費用が大

課題への対応と工夫
専門部署の設置、専門人員の確保
社内教育
社内マニュアル等内製化の推進
最新情報の入手

0% (0社)

25% (4社)

12.5% (2社)

18.8% (3社)

18.8% (3社)

12.5% (2社)

12.5% (2社)

25% (4社)

37% (10社)

14.8% (4社)

14.8% (4社)

11.1% (3社)

3.7% (1社)

7.4% (2社)

3.7% (1社)

3.7% (1社)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BIM/CIM対応全般

人材確保・育成

ソフト・ハード環境整備

取組の継続推進・拡大

技術の導入・ノウハウの蓄積

組織体制強化

情報入手

その他

BIM/CIMグループ ICT施工グループ

今後の予定 ■N=16 ■N=27
※重複集計あり

62.5% (10社)

31.3% (5社)

25% (4社)

7.4% (2社)

25.9% (7社)

14.8% (4社)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全社一体となっての取組推進・トップの理解

まずは取組開始してみること

最新情報の継続入手

他企業へのアドバイス

BIM/CIMグループ ICT施工グループ

■N=16 ■N=27
※重複集計あり
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北陸地方センターの活動
地方便り

■はじめに
北陸地方センターは、新潟、富山、石川県の北陸3県
を担当管内として、JACICが提供している各種システム
等の普及促進及びフォローアップ等を行っております。
令和3年度に実施した主な取り組み内容について紹介
します。

■阿賀野川出水対応JACICルーム試行運用
出水時の現地状況の確認や情報の集約・共有の即時性
と同時性を改善する目的で、北陸地方整備局阿賀野川河
川事務所にご協力いただき、「出水対応用の防災ルーム」
を試行しました。
具体的には、出水対応専用のICTプラットフォームを
構築。CCTVなど行政情報とインターネットを活用した
現地映像を関係者間で即座に同一画面で共有できる出水
対応専用の防災ルーム活用し、操作訓練と試行を行いま
した。以下にその機能を紹介します。

阿賀野川出水対応ルーム

○いつでもどこでも情報発信・共有
時々刻々、変化する現場状況に合わせ、即時かつ同時
に関係者間でいつでもどこでも情報発信と共有ができる
ようスマートフォンで現場の写真や360°映像、動画をワ
ンクリックで撮影し、即座に位置情報付きの画像を
JACICルーム専門画面上の国土地理院地図へ自動展開す
る機能を搭載しています。
○現場で全員が目と耳で同時に安全確保
現場で危険作業に従事する作業員の更なる安全性を確
保するため、洪水警戒レベルや自治体からの避難情報な
ど確実に伝達する音声付き一斉同報機能を装備していま
す。

■北陸3県建設業協会主催建設DXセミナー支援
近年、様々な産業において、デジタル技術を活用して
ビジネスモデルや働き方を改革し、新たな価値を創造す
るDX（デジタル・トランスフォーメーション）が推進
されています。建設分野でもi-ConstructionやBIM/CIM
の推進に加えて、新時代の技術を活用しながら仕事のあ
り方や仕組みを変えていこうという様々な取り組みが始
まっています。

新潟、富山、石川県の各建設業協会では、県内企業の
技術者を対象に最新の動向や利点などの理解を深めてい
ただくことを目的にDXセミナーを企画。JACICでは、
三県の建設業協会からの講師派遣要請を受け、最新情報
や高い専門性の有する講師を派遣・講演する協力支援を
行いました。
三会場の聴講者は合計140名で大変好評なセミナーと
なりました。

■最後に
JACICでは、コリンズ・テクリスや建設副産物システ
ムなど公共調達手続きにかかる業務に加え、建設分野の
DX推進を支援するため新たにICTプラットフォーム構
築した技術支援や建設技術者育成支援など建設分野にお
ける様々な取り組みを実施しております。
今後も様々な場面で皆様の業務を支援できるよう期待
に応えて参りたいと思いますので、よろしくお願いいた
します。
� （北陸地方センター長　渡邊昌彦）
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