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2019 年 9 ⽉ 1 ⽇ 

JACIC‘i-Con’チャレンジ戦略 

－ICT 活⽤による新現場⼒の構築－ 

 
国⼟交通省では、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ（以下ｉ-Ｃｏｎという）の本格的な

推進とともに、クラウド技術を活⽤し、3 次元データの利活⽤のためのプラットフォームの
整備を⽬指している。ＪＡＣＩＣでは、こうした動きを⽀援できるようにｉ-Ｃｏｎにおけ
る環境整備の要となるクラウドの構築を中⼼に様々な情報活⽤⽅策の提案及び実現を⽬指
して、「ＪＡＣＩＣʻｉ-Ｃｏｎʼチャレンジ戦略」（以下チャレンジ戦略という）を策定、実
施する。建設⽣産性⾰命の実現に向けて既成の概念や⽅法に囚われず、現場に最先端の技術
を導⼊することに果敢に挑戦（チャレンジ）していく。 

ところが中⼼となるクラウドの構築や全体のチャレンジ戦略を実現するには、新たな現場
ニーズの把握とそれに適切に応えていく技術提案が必要であり、従来の枠組みでの発想や仕
事の進め⽅では不⾜する部分がある。より柔軟かつ総合的な新たな取り組みをしなければな
らない。 

 このため、従来の業務体制に加えＪＡＣＩＣ内にＪＡＣＩＣʻｉ-Ｃｏｎʼチャレンジチーム
を設置し、テーマごとにプロジェクトチーム（ＰＴ）を配置するとともに、ＪＡＣＩＣクラ
ウドの具体的な実現に向けて「ＪＡＣＩＣクラウド準備室」を設置する。ＪＡＣＩＣは、総
⼒を挙げてチャレンジ戦略を実現して建設情報の活⽤による公共調達及び建設プロセスの
効率化、⾼度化に取り組む。 
 

 

 

 

 



2 

 

新現場⼒の構築 

 現場※1 において、熟練技術者の⾼齢化や減少、若年労働者の減少による担い⼿不⾜な
どにより、現場⼒※2 が低下してきている。建設⽣産性⾰命の実現には、こうした現場の課題
を克服し、現場⼒を回復するとともに、さらに向上する必要がある。 

このため、近年⽬覚ましい発達を遂げた情報通信技術を活⽤する。これにより早い段階か
ら⼲渉チェックやデジタルモックアップなどを活⽤してミスを減らし、関係者間における３
次元モデル、仮想現実、⾼度化された計測データ等の共有や意思疎通の即時性を確保すると
ともに、ＡＩ技術等により分析能⼒を著しく⾼め、活⽤できるデータの蓄積を可能にして、
低下してきた現場⼒を補完、回復し、さらに⾶躍的に向上させて現場作業のあり⽅を⼤きく
変化（パラダイムシフト）させる新現場⼒※３を構築する。新現場⼒は、現場において早期、
円滑に、質量ともに向上したデータのもと、これまで未解決の課題を含め課題の解決を可能
にすることから、働き⽅改⾰を進め、新たな現場経験により現場技術者の技術⼒の向上、⼈
材育成につなげることができる。 

2019 年７⽉には社会基盤情報標準化委員会特別委員会（以降「特別委員会」という）に
より、提⾔として「建設⽣産・管理システムのあり⽅に関する提⾔ 〜「新現場⼒」による
創造的な現場環境の創出〜」（以降「特別委員会提⾔」という）が公表され、具体的なユー
スケースを踏まえつつ新現場⼒が明確に⽰された。 

ＪＡＣＩＣでは業務の柱である建設情報の提供という観点から、情報通信技術の活⽤によ
り既存のみならず新たなサービスの提供を通じて新現場⼒を構築し、利⽤者のニーズに的確
に応え、新たな時代を切り開いていくということを⽬標に以下の「JACIC クラウドの構築」
「現場まるごと i-Con 化」の２施策に取り組む。 

 
※１ 建設作業の現場のみならず測量、調査から維持管理までの現場 

※２ 現場における⼈、技術、システムが有する課題解決能⼒ 
※３ これまでの現場における⼈、技術、システムが有する能⼒が技術⾰新により 

向上し、新たに構築された課題解決能⼒ 
 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

クラウド技術を導⼊し、３次元モデルやデータの共有化を可能にする。発注者や受注者 
など様々な関係者の参加及び様々なシステム、モデル、データベースの利⽤が可能となり、
測量・調査、設計、施⼯、維持管理までの建設プロセスや発注、契約から電⼦納品、保管
までの事務・契約等の公共調達プロセスにおいて⼀貫したサービスの提供を可能にする。
さらに、社会資本整備の情報基盤（インフラデータプラットフォーム）に資する。 

 

JACIC クラウドの利⽤ 
Ⅰ．利⽤対象者 

 ⾏政管理者（発注者）及び⺠間会社（受注者）、技術組合等の機関を予定 

 利⽤対象者に応じたサービスを提供予定 

 

Ⅱ．利⽤形態 

 年間利⽤契約を基本とし、ＩＤ、パスワードによる利⽤ 

 

Ⅲ．セキュリティの確保 

 国内最⾼レベルのクラウド環境（データセンターファシリティスタンダードティア４
＋ISO/IEC 27017 の認証取得） 

 強固なユーザー認証＋厳格なアクセス制御に加え、「ＪＡＣＩＣクラウドセンター（仮
称）」にて総合的な監視・管理を⾏い、安⼼・安全なサービス利⽤環境を提供 

 

JACIC クラウドの構成 (図－1) 
Ⅰ．ゲートウェイ機能 

 利⽤者や情報サービス、データ、モデル等の認証、認可 

 利⽤者のサービスに関する利⽤権限の管理 

 利⽤者や情報サービス、データ、モデル等のセキュリティマネジメント 

 

Ⅱ．ルーム機能 

 データやモデル、映像等を組み⼊れたＷｅｂ会議 

 ３次元モデル、点群データ、映像等のビューア機能 

 情報共有のためのファイル共有 
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Ⅲ．ハブ機能 

 ＡＰＩ等により、他のクラウドサービスやデータベースとの情報サービスの連携 

 

Ⅳ．情報サービスの提供 

 コリンズ・テクリス、建設副産物情報交換システム、統合ＰＰＩ、受発注者間の情報
共有システム等の既存サービスに加え、オンライン電⼦納品への対応や３６０°カメ
ラなど現場把握・確認サービス、３次元統合モデルの利活⽤サービスなど新たなサー
ビスの提供を予定 

 

  

図－１ JACIC クラウドの全体像(イメージ図) 
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JACIC クラウドの機能 
Ⅰ．3 タイプのプラットフォーム 

現場における３次元モデルやデータの共有化を可能にし、ＢＩＭ／ＣＩＭの推進上必
要なプラットフォームを構築する。プラットフォームは、⽬的に応じて３つのタイプの
構築を考えている。 

（１）公共調達基盤（プラットフォームＡ） 

発注、契約からオンライン電⼦納品までの公共調達の基盤を提供する。コリンズ・テ
クリスや建設副産物システム等においてワンストップ化や⼿順の減少など既存のＪＡＣ
ＩＣサービスの利便性の向上を図る。 

（２）建設プロセス基盤（プラットフォームＢ） 

河川、ダム、砂防、道路等事業や管理において、プロジェクト管理、維持管理、災害
時対応等各場⾯に応じた基盤を構築し、事業管理者の電⼦納品・保管管理システムを活
⽤して成果品や計測データ等の利活⽤を図る。(図－2) (図－3) 

現場から事務所、本局、本省まで⼀気通貫で３次元モデルやデータ等の情報共有を図
ることができる環境整備を⾏う。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

図－2 公共調達基盤と建設プロセス基盤との関係 
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（３）社会情報基盤（プラットフォームＣ） 

インフラデータや様々なデータが連携して、まちまるごとの地震や津波等の被害シミ
ュレーションを実施するなど社会資本整備に広く役⽴つ基盤（インフラデータプラット
フォーム）を構築する。 

 

Ⅱ．基本的なサービス３点セット 

   ⾏政管理者（発注者）に寄り添ったサービスとして以下の３点セットを基本的に提供
する。 

（１）ルーム関連の３機能 

 サイバー空間上の会議室機能 

      ３次元モデルやデータ等を即時性及び同時性を持って共有ができ、意⾒交換を⾏
える環境を提供する。 

 情報のハブ機能 

      常時様々なデータやシステムと連携することができ、認証機能により適時適切な
情報を共有する。 

 現場把握確認機能 

      ３６０°カメラなど現場確認ツールを活⽤して現場からのデータや画像・映像等を
即時、同時に⾒ることができる。 

図－3 建設・業務プロセスとサービスとの関係(発注者の場合) 
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（２）３次元モデル管内図（インフラデータプラットフォーム） 

    管内において３次元の地形モデル等を基盤に様々な構造物等のデータや測量デー
タ等を統合した３次元モデル（統合モデル）等を作成する。属性情報の活⽤で履歴、
点検や観測データ、設計資料等の様々なデータを集約管理でき、データベース等との
連携で台帳やカルテの機能も有する。 

（３）データ利⽤・管理⼿順書 

    データ・モデル⼯程表（情報プロセスマップ)を作成し、プロセスごとに対象とな
るデータやモデルの取り扱いの⼿順を明確化して事業マネジメントを適切に⾏える
⼿順書を作成する。 

 

Ⅲ．災害対応  “全員が災害現場に集合” 

平常時のルームの３機能を⽤いて、災害時に即時性、同時性を活かした災害対応が可
能となる。現場把握確認機能により、即座に全員が災害現場に集合するとともに、同時
に情報を共有することができる。複数の地⽅⾃治体等と⼀⻫に情報共有や意⾒交換も可
能である。国の情報ネットワークと別系統にすることにより、現場からのスマートフォ
ンやインターネットの情報などセキュリティを確保しながら適時、適切に得ることがで
きる。リエゾンや TEC-FORCE の派遣時や災害復旧時にも利⽤できる。(図－4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4 クラウドによる災害対策支援案 ～最新技術を駆使した情報収集、活用～ 
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Ⅳ．今後の展開 

 ＪＡＣＩＣクラウドを適確に運営するためには、クラウドに関わる情報ガバナンスが
重要である。クラウドへの参加、利⽤のルールを設定し、システムの情報管理を徹底
してセキュリティの確保を図る。 

 ２０１９年度に現場から本省までの⼀気通貫の情報共有について試⾏する。 

 ２０２０年度に「ＪＡＣＩＣクラウドセンター（仮称）」を設置して、運⽤を順次開
始する。 

 

JACIC クラウド関連施策 
ＪＡＣＩＣクラウドの機能を活かした幅広い利⽤⽅法の提案とＢＩＭ／ＣＩＭ技術の習

得・普及によるＪＡＣＩＣクラウドの本格的な利⽤に資するように以下の施策を実施する。
また、今後さらなる利活⽤に向けて、新技術の導⼊などによるクラウドの改良や施策の充実
を図る。 

Ⅰ．社会基盤クラウド 

① ３次元モデルを社会基盤に活⽤し、まちをまるごと再現するバーチャルシティや
⾒えない地下を再現する地下埋設物管理モデルなどの実装化を⾏い、ＪＡＣＩＣ
クラウドの利便性を⾼める。さらに、これらと地震や津波等のシミュレーション
モデルを組み合わせた解析の実装化も検討し、実施する。 

 

Ⅱ．発注者 BIM/CIM 研修 

① ＢＩＭ／ＣＩＭの本格的な推進を図るためには、発注者の正しい理解のもとに適
切な準備が必要である。 

② ３次元モデルに関して、発注者は従来から使⽤することが少なかったため、発注
者として必要な基礎知識の習得と基本操作（⾒れる）の実践を⽬的とした研修を
実施する。 

③ 研修は、役職、年齢に関わらず受講可能な研修形態を選択できるようにし、初⼼
者を対象に幅広くＢＩＭ／ＣＩＭの普及・展開を図る。 

④ 研修で使⽤した教材は、⾃習にも役⽴つテキストや演習ソフトとして提供する。 

⑤ 年２回の全国建設研修センターでの研修のみならず、地⽅整備局等の要請に応じ
て、カスタマイズした研修の提供を広く地⽅で展開する。 
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Ⅰ．現場まるごとの意義 

 現場におけるＢＩＭ／ＣＩＭの推進に関して、モデリングのみならずマネジメント
の観点から広い範囲において情報通信技術の活⽤を考え、建設⽣産性向上を図るこ
とが重要である。 

 広く⽣産や製造過程等において利⽤されている技術の応⽤や新たな計測技術、Ｉｏ
ＴやＡＩ技術などの活⽤を図り、モデリング及びマネジメント双⽅の観点から、情
報技術による現場の作業内容及びプロセスを改善する。 

 会議や協議、説明会など様々な場⾯や事務⼿続きにおいても、タブレット端末等の
情報技術の活⽤により可視化、即時性の確保やペーパーレス化の促進など仕事の仕
⽅を効率的、効果的に改善する。 

 平常時のみならず災害の状況把握や災害復旧等に役⽴つＶＲ等の情報技術を導⼊し、 
安全かつ効果的、効率的な業務遂⾏を⽬指す。 

 これらを実現するため、現場のニーズを把握するとともに、技術情報の収集や知⾒
の蓄積を図り、実⽤化可能な技術提案を⾏えるようにする。提案し、導⼊された技
術については、効果を検証しつつ普及を図る。 

 

Ⅱ．情報通信技術は“⼀⽯⼆⿃”の改善効果 

   情報通信技術の導⼊による効果は、評価軸を明確にして具体的に⾒える化し確認する
ことが重要である。特別委員会提⾔において６つの評価軸※でユースケースの整理がな
された際に、⼀つの技術で複数の改善効果が得られるケースが多数⾒受けられると報告
されている。⼀⽯⼆⿃の改善効果について評価軸を定めて⾒える化し、現場において現
場まるごとｉ-Ｃｏｎ化のモチベーションを⾼めていく。 

   ※「Quality」「Cost」「Time」「Safety」「Training」「Environment」の６軸 

 

Ⅲ．現場まるごとの取り組み 

   これまで特別委員会提⾔に向けてユースケースを集め、整理してきた。今後も継続し
て集めながら整理し、現場への適応、普及を検討していく。 

   ＪＡＣＩＣクラウドの導⼊を契機に現場での仕事の仕⽅を⾒直し、現場まるごとｉ-
Ｃｏｎ化を図ることが望ましい。発注者への働きかけをしていく。 

   また、特別委員会では、今年度から「ＩＣＴを活⽤した画像・映像情報の利活⽤のあ
り⽅」をテーマに検討を⾏う予定である。  
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今後の展開 
 

ｉ-Ｃｏｎの本格的な推進にあたって、３次元データ等の利活⽤が円滑に⾏える環境整
備が急務である。利活⽤のための環境整備には、ルール（⽅法）、プラットフォーム（場所）、
スキル（⼈）の３つの要素がそろわなければならない。国⼟交通省の進める実施⽅針、ガイ
ドライン、基準等と併せてクラウド技術を⽤いたプラットフォームの構築や普及、啓発活動
を広く進めることが重要である。(図－5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡＣＩＣは「ＪＡＣＩＣクラウドの構築」と「現場まるごとｉ-Ｃｏｎ化」を⼆本柱とし
たチャレンジ戦略を実施して、３次元データ等の利活⽤の環境整備を進め、ｉ-Ｃｏｎの推
進を強⼒に⽀援する。さらに情報通信技術を活⽤した新現場⼒の構築により、簡易・単純な
作業を減らし、現場技術者が本質の課題に取り組めて技術を磨ける環境を整えて、建設⽣産
性向上のためのイノベーションにつなげていく。 

 

 

 

 

 

図－5 BIM/CIM の利活用環境の３要素 
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⽇進⽉歩していく情報通信技術を取り込みながら、今後の展開としてサイバー空間の仮想
実体とフィジカル空間の実物が双⼦の実体として捉えられる Digital Twin の時代を迎える。
(図－6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Twin においてサイバー空間とフィジカル空間とは、情報の収集、蓄積、分析・⾒
える化、活⽤のサイクルをなすサイバーフィジカルシステムでつながっており、クラウドが
これを⽀えている。(図－7) ただし、このシステムは災害時には情報の収集、蓄積した情報
と併せて分析・⾒える化、直ちに活⽤となる。 

サイバー空間の仮想実体は、実物以上に機能をわかりやすく可視化や分析が可能である。
そしてサイバー空間で⽴てた仮説をフィジカル空間で検証することができ、マネジメントに
おいて⾮常に有効な⽅法である。今後、ＪＡＣＩＣクラウドにおいて Digital Twin の実現を
⽬指していく。 

現在、ＪＡＣＩＣクラウドは構築の段階であり、早期に連携する基盤等のシステム及び提
供サービスを具体的に⽰し、利⽤ルール、料⾦等の確定を図る必要がある。併せてクラウド
の管理・運営の仕組みを急いで整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－6 今後の展開（目標） 

図－7 サイバーフィジカルシステム(CPS) 
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チャレンジ戦略は、２０２０年度までの３年間を⽬途に実施し、毎年度当初等に適宜⾒直
しを⾏う。 

 

２０１８年 5 ⽉ 1 ⽇策定 
２０１８年１０⽉１５⽇改訂 
２０１８年１１⽉ １⽇改訂 
２０１９年 ５⽉ １⽇改訂 
２０１９年 ９⽉ １⽇改訂 

 

 

【お問い合わせ先】 

〒107-8416 

東京都港区⾚坂 7-10-20 

アカサカセブンスアヴェニュービル 

⼀般財団法⼈⽇本建設情報総合センター 

    経営企画部︓⾼橋、システムエンジニアリング部︓⾼橋 

TEL︓03-3584-2404、FAX︓03-3505-0414  

Mail︓jacic-cloud@jacic.or.jp 


