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明けましておめでとうございます。
皆様には、当財団の事業に対し、日頃より深いご理解

とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

世界各地で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症に
関しては、国内における緊急事態宣言等は昨年9月末で
解除されたものの、年末には新たな変異株が検出される
など、予断を許さない状況にあります。

この間、JACICでも必要なサービスの維持確保に努め
つつ、在宅勤務や時差出勤の活用等に取り組んでまいり
ました。緊急事態宣言発令中は、一部サービス休止の際
における皆様のご理解ご協力に改めて感謝申し上げます。

ウィズコロナ・ポストコロナ時代の新たな仕事の進め
方として、ICTを利活用した非接触・非対面方式への転
換が浸透しつつあります。

ICTの利活用をめぐっては、政府においても、昨年9
月にはデジタル社会の形成推進を担うデジタル庁が発足
するとともに、従来から「i-Construction施策」および「イ
ンフラ分野のDX」を推進してきた国土交通省において
も、同12月に「国土交通省DX推進本部」が設置されま
した。

これらを背景に、JACICでは、「公共調達に関わる情
報提供」、「建設情報に関わる研究開発」、「建設プロセス
に関わる情報の利活用促進」を事業の3本柱として掲げ、
建設事業の情報化に向けた各種事業に取り組んでまいり
ました。

このうち、「建設プロセスに関わる情報の利活用促進」
は、2018年より進めてきた「JACICʻi-Conʼチャレン
ジ戦略」に基づく取り組みを踏まえ、2020年、事業の柱
の1つに位置付けたものです。

昨年はICTプラットフォームとしての「JACICクラウ
ド」をリニューアルし、公共調達基盤としての「公共調
達ルーム」と建設プロセス基盤としての「JACICルーム」

の提供を開始しました。「JACICルーム」では情報共有
基盤・情報ハブ・現場把握確認といった基本の3機能に
加えて、昨年は多様な局面に対応する専門画面の一つと
して防災画面をリリースし、阿賀野川水防演習や淀川等
防潮鉄扉閉鎖訓練にもご活用いただきました。今後も現
場のニーズに即した新たな専門画面を順次提供していく
予定であり、DX時代の新たなマネジメントの実現を
図ってまいります。

一方、「公共調達に関わる情報提供」サービスの一つ
であるコリンズ・テクリスについては、ユーザーの皆様
に寄り添ったものとなるよう、サービスの向上に努める
とともに、2023年度に予定している検索システム・登録
システムのリプレースを控え、盛り込むべき改良内容の
検討や設計を進めてまいります。

「建設情報に関わる研究開発」では、建設情報の標準
化を目的として設置した「社会基盤情報標準化委員会」
のもとで特別委員会を実施してきており、ICTによる画
像・映像情報の利活用については昨年の中間とりまとめ
に続き、今年は最終提言を公表する予定です。引き続き、
BIM/CIMの標準化に関する国内外の活動とともに、各
地でBIM/CIMに携わる皆様の技術力向上に寄与するセ
ミナーの開催支援等にも取り組んでまいります。

私どもJACICでは、総合的な建設情報の提供という社
会 的 使 命 を 果 た す た め、 国 土 交 通 省 が 進 め る

「i-Construction施策」や「インフラ分野のDX」を「JACIC 
ʻi-Conʼチャレンジ戦略」のもと積極的に支援するとと
もに、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の新たな仕事の
進め方改革に寄与してまいりたいと考えています。

今年も引き続き皆様方のご支援・ご協力を賜りたく、
よろしくお願い申し上げます。

新 年 の ご 挨 拶新 年 の ご 挨 拶新 年 の ご 挨 拶新 年 の ご 挨 拶
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昨年までの奮戦
JACICでは、3年以上前から「JACIC ‘i-Con  ̓チャレ

ンジ戦略」を策定し、i-Construction及びインフラ分野
のDXの推進を支援してきました。現場におけるICTを
活用した新たな仕事の仕方（マネジメント方策）を提案
することに主眼を置き、CIMやクラウド技術等を使いこ
なせる環境整備を追求してきました。常に当初方針から
ブレることなく、試行錯誤や学習を繰り返し、これまで
20回以上の改訂をしながら具体的な方策を示して、建設
生産性向上等現場改革の実現を目指しています。

昨年は、Digital Twinや画像・映像のintelligence活用
という新現場力の実現に向けて、ICTプラットフォーム
や3次元統合モデルと専門画面・手順書を用いた新たな
マネジメント方策を提案してきました。JACIC News 
11月号で示したように “図面から画面へ” 、画面の活用
がこれからの新たなマネジメントのキーポイントとなり
ます。目的に応じた専門画面の構築が重要で、第1号と
して防災画面を構築しました。実際に淀川陸閘訓練で大
いに効果を発揮しました。昨年は、DX時代の具体的な
マネジメント方策が見えた年でした。

今年の挑戦
専門画面として、汎用性が高く、普及に向いている

「JACIC画面」と利用者が独自かつ自由に機能を組み込
める「お気に入り画面」の2種類を昨年12月から提供す
ることにしました。今年は、「JACIC画面」のメニュー
を増やすとともに、「お気に入り画面」の充実を図り、
利便性を大幅に高め、現場の改革を実現します。今年は、
DX時代の新たなマネジメントの本格始動の年として、
測量・調査から設計、施工、維持管理まで様々な建設プ
ロセスにおいて、また防災や事故対応など危機管理にお

いて、円滑かつ効率的、効果的な作業及び情報共有の環
境を提供し、我々の提案内容の実証を進めたいと思いま
す。このため、情報ASPやDXデータセンター等様々な
サービスやシステムとの連携を図りながら、無駄な費用
や負担を掛けず、安価で良質なサービスを継続的に提供
できるように現場の利用者本位の取り組みを考えます。
また、できるだけニッチの空いている部分をJACICクラ
ウドで埋めるような展開を心掛けていきます。

専門画面と併せて作成する「見える手順書」により、
新たなマネジメントの見える化を図り、手順の改善と
セットで画面の改善、構築を図る合理的な方式を導入し
ます。手順の明確化というマネジメントの基本を大切に
します。

プロジェクト管理においては、データ・モデル工程表
やメタデータ等の活用による新たなマネジメントの確立
に向けて引き続き取り組みます。

今年も柔軟な発想で現場において欲しいと言われる
サービスやシステムの構築を目指します。

将来の展開
2018年、全く何も無い状況から「石の上にも3年」漸く

現場の新しい仕事の仕方、マネジメント方策が具体的に
なってきました。これからは、i-Constructionやインフラ
分野のDXという業界全体の大きな動きにどのように貢献
していくか、JACICとしての役割を明確に示しつつ、様々
な関係者との役割分担や連携の構図を描いて行きたいと
思います。現状の我々を取り巻く環境は、凡そ図のよう
になっており、まだまだ流動的です。今後積極的に活動
を継続し、実績を積み重ねてコア・コンピテンスを高め、
構図の具現化を図ることがJACICとして重要な使命だと
認識しています。 （理事　尾澤卓思）
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BIM/CIMの動向（その63）
─ データプラットフォームの連携 ─

1．はじめに
国土交通省では、デジタルツインの実現に向け、国土

交通データプラットフォームにおけるデータ連携を拡充
しつつあります。今回は、国土交通データプラットフォー
ム（https://www.mlit-data.jp/platform）の概要とデー
タ連携の必要性について紹介します。
2．国土交通データプラットフォームの概要

（1）国土交通データプラットフォームver1.0
国土交通省では、2019年5月に「国土交通データプラッ

トフォーム整備計画」を策定し、プラットフォームの構
築を進めてこられ、2020年4月に国土交通データプラット
フォームver1.0が一般公開されました。これにより、様々
なデータをAPI（Application Programming Interface）
に連携させ、国土交通行政のDX（Digital Transformation）
を推進し、国土交通省施策の高度化、業務の効率化、ス
マートシティの推進、産学官連携によるオープンイノ
ベーションの創出を目指しています。

また、本プラットフォームでは、国や地方自治体が保
有する橋梁やトンネル、ダムや水門などの社会インフラ
の諸元や点検結果に関するデータ約8万件と全国のボー
リング結果等の地盤データ約14万件の計22万件を地図上
に表示されました。これらの情報は本プラットフォーム
上で検索・閲覧が可能で、更に必要なデータをダウンロー
ドすることも可能となっています。

さらに、今後工事・業務の電子成果品に含まれるデー
タとの連携に向け、ICT施工の3次元点群データ約250件
を地図上に表示する機能を試行しています。

（2）国土交通データプラットフォームver2.0
2021年8月に国土交通データプラットフォームver2.0

がリリースされ、従来の2D地形図に加え新規に3D地形
図での表示を可能とするとともに、国土交通省が主導す
る日本全国の3D都市モデル整備・活用・オープンデー
タ化事業Project PLATEAUなどとのデータ連携も新規
に追加されました。また、2021年10月には PLATEAU
によって整備された3D都市モデルが28都市から56都市
に、国土地盤情報が約14万件から約25万件に拡充されて
います。

（3）機能
本プラットフォームは、表-1に示すような機能を有し

ています。
Ø　3次元データ視覚化機能：

国土に関するデータをサイバー空間に再現するた
め、国土地理院の3次元地形データをベースに、3
次元地図上に点群データ等の構造物の3次元デー
タや地盤の情報を表示することが可能。

Ø　データハブ機能：
国土に関するデータと人や物の移動等の経済活動

に関するデータ、気象等の自然現象に関するデー
タをAPIで連携し、同一インターフェースで横断
的に検索、表示、ダウンロードが可能。

Ø　情報発信機能：
本プラットフォームのデータを活用してシミュ
レーション等を行った事例を本プラットフォーム
に登録可能とし、ケーススタディとしてその情報
が閲覧可能。

3．データプラットフォーム間の連携
IoT等の進展によって、様々なデータを収集すること

が可能となっており、IoT機器等によって取得された
データは、ネットワーク化され組み合わされることによ
り、様々な価値を生み出し、様々なイノベーションを創
出することが期待されています。

（1）データ連携の必要性
今後のデータ利活用促進のために、データ利用側が

データを利活用しやすい仕組みとして、データ利用者が
様々なデータプラットフォームの中から必要なデータを
一元的に容易かつ効率的に見つけ出すこと、さらに見つ
け出したデータを利活用することを可能とすることが必
要です。

（2）データ連携におけるAPIの必要性
データプラットフォーム間の連携を実現するために

は、API等の電子的なインターフェースをもって、提供
データのカタログ情報の交換や検索等を可能とする仕組
みを整備することが必要です。これにより、データプラッ
トフォーム間のデータ照会等が、任意のタイミングで容
易に実行することが可能となります。

（3）データカタログの必要性
国や自治体等が提供するオープンデータも含めた多種

多様なデータについて、データの所在、種類、名称等、
提供するデータに関する情報（メタデータ）を整理した
データカタログを整備することが必要です。データカタ
ログにより、データ利用者は必要なデータを検索するこ
とが可能となります。

また、メタデータ項目を標準化することにより、多様
なデータの関連性を俯瞰し、異種データと結合可能な
データを見いだすことも可能となります。
4．JACICの取り組み

JACICは、3次元統合モデルを用いた情報の集約や一
元化、フロントローディングやコンカレントエンジニア
リングなど効率的な作業を実現するため、独自のICTプ
ラットフォームを核としたサービスとして、JACICクラ
ウドの一部運用を開始しています。将来、国土交通デー
タプラットフォームをはじめ、様々なプラットフォーム
との連携を検討することになります。

 （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMコーナー

https://www.mlit-data.jp/platform
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JACICセミナー ＜第1部＞ のアンケート結果報告
去る11月12日、JACICnews No.389（2021.10月号）に

て開催をご案内しました「JACICセミナー」がTKP赤
坂駅カンファレンスセンターにて開催されました。

昨年度に引き続き、今年度も新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、ソーシャルディスタンスを考慮し、会
場受講とWeb受講を併用したところ、あわせて約240名
の方にご参加いただくことができました。
「JACICセミナー ＜第1部＞」では、JACICから5題の

発表がありました。本稿では、ご参加の皆様に回答いた
だいたアンケート結果を報告いたします。

アンケート結果の概要
アンケートにご回答いただいた109名の方の所属、お

よび＜第1部＞の満足度は、グラフに示す通りとなりま
した。これらの結果より、多方面の業種からセミナーへ

のご参加があったこと、さらに、ほぼご満足いただけた
ことが分かりました。

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（下
図）、「2．JACICクラウド活動報告 ─ 淀川等防潮鉄扉
閉鎖訓練 ─」が最も有意義と評価されました。

JACICセミナーに関するご意見
受講者の方から「DXとは既存の概念をぶち壊し、新

たな手法・方法を再定義する事だという話に感銘を受け
た」、「Digital TWINという考え方が興味深かった」、「仮
想空間とリアルには差があるため、リアルからのフィー
ドバックは重要である」などのご意見をいただきました。

また、「荒天を想定した陸閘閉鎖訓練も見たかった」、
「現場に導入するための所要時間、人件費、機器などの
諸経費について具体的な数値を示して欲しい」、「積算関
連の発表もお願いしたい」というご提案がありましたの
で、今後の検討課題といたします。

来月号では、＜第2部＞と＜第3部＞のアンケート結果
をご報告する予定です。

JACICセミナーの講演動画と発表資料は、ホームペー
ジ（https://www.jacic.or.jp/）に掲載していますので、
ぜひご覧ください。

 （建設情報研究所　研究員　清水知子）

JACIC からのお知らせ
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「令和３年度 全国自治体版標準土木積算システム等担当者会議」
要望会議 Web 説明会開催報告

令和3年11月10日（水）に令和3年度の全国自治体版標
準土木積算システム等担当者会議（以下「JACIC担当者
会議」という）の「要望会議」について、「Web会議を
使用した説明会」を開催しましたので報告します。

1．はじめに
JACIC担当者会議は、JACICが提供している「Web版

土木積算システム」（以下、「JACIC積算システム」とい
う）を利用する地方公共団体（以下、「ユーザ団体」と
いう）が、必要な協議・情報の収集・交換等を行うため
に設置したもので、毎年度1回、会議が開催されています。

同会議は、県・政令市・県建設技術センター等、12団
体で構成され、2日間の日程で開催されています。JACIC
は2日目の「要望会議」に参加し、ユーザ団体からのご
意見をお聴きするとともに、時勢に応じた提案をさせて
いただいていました。

し か し な が ら、 昨 年 度 は、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
（COVID-19）の蔓延により、対面での会議開催を見送り、
「書面開催」となりました。

今年度も引き続き「書面開催」となりましたが、
JACICが参加する「要望会議」については、資料配布だ
けではお伝えできないニュアンスの説明や、直接ご意見
を伺うため、「Web会議を使用した説明会」を提案させ
ていただきました。

結果、当会議に参画される全ユーザ団体に参加いただ
くことができ、当日はユーザ団体から20名、JACICより
14名の計34名がオンラインで参加しました。

2．要望会議の内容
①システム改良要望事項

昨年度までにいただいたシステム改良要望の内、今年
度は、要望度の高い上位5件について、システム改修を
進めている旨を報告しました。

また、新たな要望について調査を行い、過年度の要望
を含めて60件を対象に、要望度調査を行いました。本結
果を踏まえて、次年度にシステム改修する要望を決定す

ることにしています。
②今後のシステム改修・改善予定

ユーザ団体からの改良要望以外に改修および改善を検
討中のものについて説明しました。
③JACIC積算システム稼働環境の変化に伴う改善等

JACIC積 算 シ ス テ ム の 対 応 ブ ラ ウ ザ（Internet 
Explorer11）のサポート終了や、OSバージョンアップ
に伴う今後の対応予定について説明しました。

また、システム操作等のお問い合わせに利用いただい
ているWebサイト「ヘルプシステム」のセキュリティ
強化策について、説明しました。
④積算基準データ等での改善の取組み

JACIC積算システムでは、工事工種体系や積算基準の
歩掛などをデータ化した「積算基準データ」やパラメー
タ情報を「外部データ」として扱い、積算基準改定等に
伴うプログラム改修が最低限となるように工夫していま
す。

昨年度までは、主に「積算システム」の改修について
議論してきましたが、今年度は、初めて「積算基準デー
タ」等での改善の取組についても説明しました。

■JACIC積算システム・積算基準データ紹介ページ

https://www.jacic.or.jp/sekisan_system/top/index.html

3．おわりに
本要望会議は毎年様々なご要望やご意見を頂戴する貴

重な機会となっています。
今回は特に「年度当初に、システム更新・保守作業な

どの年間スケジュールを提示してほしい」「各ユーザ団
体が独自にカスタマイズしている機能について情報を共
有したい」というご意見をいただきました。

今回いただきましたこれらのご意見・ご指摘を踏まえ、
今後もサービス向上・品質向上に努めていきたいと思い
ます。

 （積算システムセンター　参事　阿久澤孝之）

JACIC からのお知らせ

https://www.jacic.or.jp/sekisan_system/top/index.html
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北海道地方センター活動報告
地方便り

北海道地方センターは、全道179市町村を担当地域と
して、i-Construction、建設DXの推進、JACICクラウド
の定着と普及、公共調達のための情報提供、支援を目指
して国の発注機関や地方公共団体を主体に活動を行って
います。昨年から今年は、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、利用者の皆様のところに、十分に伺うこと
が出来ず申し訳ありませんでした。そのような状況でし
たが、令和3年度現在までの主な活動を紹介させて頂き
ます。
●　建設DXの推進・JACICクラウドの定着と普及

北海道開発局主催の『令和3年度　i-Construction研修』
が令和3年12月8日から12月10日の日程で行われました。
本研修の一つとしてJACICの尾澤理事が「インフラ分野
のDXによる現場の改革　－新現場力による新たなマネ
ジメントの実現－」と題し“DX時代の新しい仕事の仕
方の提案　新しいマネジメント方策”、“新現場力を活か
したi-Conの新展開 New i-Conの推進”、“ダム事業での
BIM/CIMの活用について”講義を行いました。研修は
開発局職員、北海道職員、札幌市職員の約55名が参加さ
れました。

●　地方公共団体に対する支援
□　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、電子入札契約コアシステム等の
未導入機関への普及・利用拡大に向けた取り組みを実施
するとともに、既にご利用頂いている発注機関や受注者
の皆さまに、フォローアップしながらご意見を伺い、よ
り満足頂けるシステムへの改良を目指しています。コリ
ンズ・テクリス検索システムにおいては、本年度も発注
機関に新規のご利用を頂いています。また、利用に向け
ての試用やご相談を受けております。発注にあたり地元
での工事実施状況等が容易に確認でき、業務の効率化が
図られる等とのご意見を頂いております。
□　第12回 北海道地方コアシステム会議の開催

例年は、年に一度、関係団体の皆さまに参集を頂いて、
ご意見、ご要望、事務局からの情報提供をさせて頂き、
電子入札コアシステムの機能向上や運用について活発な
議論をさせて頂いておりましたが、令和3年度のブロッ
ク会議は、昨年に引き続き新型コロナウイルス感染拡大
が懸念されたことから、全国一律で対面式の開催を見送
り資料回付により8月に実施いたしました。本年度は会
員の皆さまに事前にアンケート調査を実施して要望等を
伺いました。事務局からは「次期ブラウザ対応について」、

「コアシステム関連技術の動向について」、「第四次
LGPKIへの完全移行について」等の議題を諮らせて頂
きました。

 （北海道地方センター長　田村順一）

「i-Construction研修」
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