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1．はじめに
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
指しています。JACICでは、こうした動きを支援するた
めに、今年の5月1日に「JACIC‘i-Con’チャレンジ戦略」（以
下チャレンジ戦略という）を発表しました。（JACIC 
news 6月号で紹介）さらに、チャレンジ戦略の理解を深
めてもらい、実現性を高めるために、6月20日にJACIC
セミナー「建設情報クラウドを用いたプラットフォーム
の構築に向けて」を開催しました。セミナーでは、東京
大学の堀教授の講演に続き、国土交通省、JACICや民間
会社からの発表がありました。ここで、チャレンジ戦略
の背景や意義を説明し、実現に向けて関係者間の連携の
重要性を具体的に示しました。また、i-Conを推進して
いく中で新たな情報技術の活用により現場にパラダイム
シフトが起こる可能性を示唆しました。チャレンジ戦略
では、「JACICクラウドの構築」とともに、「現場まるご
とi-Con化」を二本柱として位置付け、新たな情報技術
を取り込んだ新たな現場力（新現場力）の構築を目指し
ていきます。

本稿では、セミナーでの発表内容をもとに簡潔にチャ
レンジ戦略の目指すものとしてJACICクラウドサービス
を紹介します。

2．背景と狙い：クラウド技術の進展と活用
概ね10年間でクラウド技術の進展は著しく、自社で

サーバーやパッケージソフトなどを保有してシステムを
運用する「オンプレミス」から、ユーザーがインターネッ
トなどのネットワークを通じてITリソースを利用する
サービス形態、ハードウェアやソフトウェア自体は所有
せずにサービスとして利用する「クラウドサービス」へ
と様々な分野において変わってきています。

簡単に言うとクラウドサービスでは、サーバーの用意
や管理が不要で、サービスとして利用するため、初期費
用も小さく、調達もしやすい特徴があります。費用は必
要な分だけ、使った分だけ払うことになり、状況の変化
にも対応しやすいものです。ただし、自社特有のカスタ
マイズは難しいこともあります。セキュリティや災害等

による事業継続については、要求水準を満たしているも
のを選択することが重要です。

JACICのサービスは、コリンズ・テクリス、積算シス
テム、電子入札コアシステム、入札情報サービスなど発
注、契約関連の情報が主で、測量、調査、設計、施工、
維持管理までの建設プロセスにおける情報は建設副産
物・建設発生土など限られています。クラウド技術を導
入することにより、こうした既存サービスの提供に関し
てワンストップ化など利便性の向上を図るだけでなく、
プラットフォームの構築により3次元データの利活用な
ど建設プロセスの各段階において新規サービスの提供を
図れるようにします。

3．JACICクラウドサービスのコンセプト
JACICクラウドサービス（以下JACICクラウドという）

のコンセプトイメージを図-1に示します。発注者や受注
者が様々なサービスを個々の手続きからではなく、シン
グルサインオンにより一つの入り口からアクセスできる
ようにします。既存、新規の様々なサービスは、それぞ
れのシステムに繋げることから利用できるようにします。
この時に、API（Application Programming Interface）
によるシステム連携が重要です。各システムを繋げ、ネッ
トワークを構築します。JACICクラウドでは、Web上で
様々なサービスを利用するため、プレーヤーが作業や会
議をすることができるように作業室や会議室の機能を用
意します。

JACICクラウドの基本コンセプトは、測量、調査、設
計、施工、維持管理までの建設プロセスにおいてデータ
等の利活用を支えるだけでなく、JACICの最も強みであ
る発注、契約から成果納品に至るまでの業務プロセスを
支えることです。建設プロセスの各段階において業務プ
ロセスは存在し、イメージ図（図-2）のように面的に支
えることになります。つまり総合的な基盤クラウドの提
供をJACICクラウドは目指します。すべてを揃えるので
はなく、様々なサービスシステムと連携することにより、
基盤クラウド上に様々なクラウドやデータベースなどを
組み込むイメージです。電子基板に電子部品を組み込む
ようなものです。JACICクラウドが基盤となり、一貫し
たサービスをシームレスに効率的、効果的に提供できる

ニュースと解説
JACICクラウドサービスの目指すもの 
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ニュースと解説

ようシステム間の連携を行います。このシステム間の連
携が重要なのです。

4．おわりに
現在、JACICクラウドでは、コンセプトのさらなる具

体化と確立を目指しています。このため、様々な機会に
広く意見を聞き、連携の仕方を模索していきます。また、
クラウドシステムの構築に向けて、今年度は実証実験を

行い、基本的な設計を固め、来年度には試行を行ってい
く予定で、鋭意準備を行っています。3次元データ等の
利活用環境の基盤を担うJACICクラウドを明確にして、
業務フローの見える化と体系的なデータ等の共有環境を
構築します。情報技術を活かした新現場力を提案し、現
場を最先端工場にしていきます。

 （理事　尾澤　卓思）

イメージの例： JACICクラウドの全体像
《 クラウドのポイント》
 シングルサインオンによる一元化 ⇒ ポータル化
 によるシステム連携 ⇒ ネットワーク化

《一貫したサービスを提供》
 測量、調査から維持管理まで
 契約から納品管理まで
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1．第37回社会基盤情報標準化委員会の開催
第37回社会基盤情報標準化委員会（委員長：柴崎亮介 

東京大学教授、事務局：JACIC）が平成30年6月27日（水）、
TKP赤坂駅カンファレンスセンターにて開催され、特
別委員会や国際土木委員会の活動報告、2016年度から2
年間の活動を終了した小委員会の成果報告、2017年度小
委員会の活動継続に係る審査、および2018年度小委員会
応募テーマの選考が行われました。

図 1　委員会開催の様子

2．特別委員会の活動報告
特別委員会は、2015年度より活動を開始し、主にCIM

に係るテーマを対象に検討を進めています。
①　「土木分野におけるモデル詳細度標準（案）」の修正

既存成果である「土木分野におけるモデル詳細度標準
（案）」についてCIM活用業務・工事やCIM導入推進委員
会からの要望を踏まえ修正。
②　活動が終了した各小委員会のフォローアップ

活動が終了した各小委員会の検討成果や作成された標
準等の動向を整理しフォローアップを行った。
③�　クラウド環境を活用したCIMモデルの情報共有およ
び建設生産プロセスのあり方
クラウド環境を用いたCIMの実用化に向けて、プロセ

スのあり方や各プレイヤーの役割等の具体化を行う。ま
た、既往技術の応用や計測技術、IoTやAI技術等を調査
し、技術分類や技術要素の観点で分類・整理し、クラウ
ド環境等を活用した受発注者間におけるCIMモデルの効
率的情報共有のあり方について検討。

3．国際土木委員会の活動状況報告
2017年9月より活動している国際土木委員会について、

活動状況が報告されました。
2018年度にbSJ（building SMART Japan）とJACIC

が共同で土木IFC検定を実施すること、また、土木IFC
検定のプロセスについて、委員会で審議に諮ることが報
告されました。

4．活動が終了した小委員会活動成果
2年間の活動を終了した「CIM3D部品に関する標準化

検討小委員会」について、CIM利用時の3D部品および
LOD／LOIに関する標準化検討に関する活動成果が報告
されました。

5．2017年度小委員会の活動継続可否に係る審査
2017年度から活動を行っている、以下の2つの小委員

会について、各小委員長より1年間の活動成果について
中間報告いただきました。報告結果を元に、委員会で活
動継続可否に係る審査を行いました。

・ 道路分野における点群データの属性管理仕様の検討
小委員会

　＜中村健二小委員長（大阪経済大学）＞
・地盤データ品質標準化小委員会
　＜三村衛小委員長（京都大学）＞

委員会による審査の結果、「地盤データ品質標準化小
委員会」の1つの小委員会が2018年度も活動を継続する
こととなりました。

6．2018年度小委員会検討テーマの選定
2018年3月〜4月にかけて2018年度小委員会検討テーマ

の公募を行った結果、1件の応募がありました。
この1件に対して、委員会で審査した結果、2018年度

小委員会検討テーマとして選定されました。
【シールドトンネルデータ連携標準化小委員会】

・ シールド技術情報DBとシールドトンネル3次元モデ
ル間のデータ連携手法の標準化

　＜杉本光隆小委員長（長岡技術科学大学大学院）＞

この結果、2018年度の小委員会は、2017年度から継続
のものを含め、表1の2小委員会となりました。

表 1　小委員会一覧
番号 小委員会名 検討テーマ

17 － 01 地盤データ品質標準
化小委員会

地盤情報および三次元地盤
データモデルの品質確保に
係る標準の検討

18 － 01
シールドトンネル
データ連携標準化小
委員会

シ ー ル ド 技 術 情 報 DB と
シールドトンネル 3 次元モ
デル間のデータ連携手法の
標準化

次回は、平成30年12月3日（月）に開催予定です。
標準化委員会に関連した詳細な活動状況は、標準化委

員会ホームページをご確認ください。
○委員会HP　http://www.jacic.or.jp/hyojun/
 （建設情報研究所　首席研究員　竹内　実）

JACIC便り

第37回「社会基盤情報標準化委員会」の開催
〜特別委員会、国際土木委員会、各小委員会の活動報告、および2018年度小委員会の選定〜

http://www.jacic.or.jp/hyojun/
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去る平成30年6月20日に「建設情報クラウドを用いた
プラットフォームの構築に向けて」と題して、JACICセ
ミナーを開催しましたのでご報告します。

1．開催目的
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
指しています。

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、JACIC 
‘i-Con’チャレンジ戦略を策定し、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
く方針を示しました（詳細についてはJACICのホーム
ページをご覧下さい）。

今回のJACICセミナーでは、進化・進展する情報化技
術を鑑みて、第一線で活躍する有識者を招き、最新の情
報化技術の動向と民間企業の取組みを紹介する目的で開
催しました。

2．開催内容
セミナーは、以下の講演プログラムで開催しました。

（1）数値解析のためのデータ統合
　　東京大学地震研究所　教授　堀　宗朗

（2）3 次元データの利活用に向けて
　　国土交通省技術調査課　建設技術調整室長　田村　央

（3）JACIC ‘i-Con’ チャレンジ戦略
　　JACIC 審議役・国際土木委員会事務局長　尾澤　卓思

（4） 3DVR クラウドサービスの開発と JACIC クラウドとの
連携可能性　　（株）フォーラムエイト

（5） 3D モデルの導入効果を発現するためのクラウドと周
辺システムの情報流通手法の紹介

　　川田テクノシステム（株）
（6）国土メタデータ構想と建設ライフサイクルマネジメント
　　日本電気（株）

（7） クラウドベース CIM データ共有プラットフォームの
考察

　　応用技術（株）
（8） 情報連携を深化させるオープンイノベーション型プ

ラットフォーム
　　伊藤忠テクノソリューションズ（株）

（9）JRE-BIM の推進について
　　JR 東日本コンサルタンツ（株）

注：敬称略．また、役職は講演時のものです。

セミナーには様々な職種の皆様にご参加をいただきま
した（図-1）。また、多くの皆様に講演内容が概ねご好
評いただきました（図-2）。

3．おわりに
セミナーでの講演資料はJACICのホームページで、講

演動画はJACIC　NETでご覧になれます。
 （研究開発部　次長　徳重　政志）

JACICセミナー開催報告
〜建設情報クラウドを用いたプラットフォームの構築に向けて〜

BIM/CIMコーナー

写真　東京大学堀教授のご講演

図-1　セミナー参加者の所属組織の状況

図-2　セミナー内容の評価結果
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はじめに
近畿地方では6月18日に大阪府北部で最大震度6弱の直

下型地震が発生、また、7月4日頃より8日にかけて発生
した前線性の豪雨により京都府・兵庫県を中心に甚大な
被害がもたらされました。

全国の被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます
とともに、1日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上
げます。

さて、近畿地方センターではJACICの各種システム・
耳よりな情報をより多くの皆様に知っていただき、ご活
用いただけるよう活動しておりますが、ここで平成30年
以降の主な活動状況と今後の活動予定をご紹介します。

■「電子入札近畿連絡会議」の開催
本会議は、JACICと近畿管内の国・府県・市町村・公

共団体等の各発注機関との電子入札システムに関する意
見交換の場として毎年開催しております。

今年も、6月29日（金）に大阪市内で開催し、今後利
用を検討されている発注機関も含め、60機関93名の出席
を頂きました。

主に、各発注機関で運用されている電子入札システム
の課題の解決策等について、活発な質疑応答が行われま
した。

電子入札近畿連絡会議の様子

■「けんせつビデオセミナー」の開催
建設業界では、担い手確保、生産性向上などの取り組

みが喫緊の課題で、様々な講習会等が開催されています。
こうした講習会の最新情報を、国・自治体および地元企
業の技術者に向けて幅広く共有するため「けんせつビデ
オセミナー」を（一社）近畿建設協会とJACICの共同主
催で開催しています。これまで6回開催し、直近では、6
月14日（木）に奈良市内で開催しました。尚、本セミナー
は参加無料でCPD取得も可能です。

今後の開催につきましては、詳細が決まり次第、
JACICのホームページに掲載しますのでご覧下さい。

http://www.jacic.or.jp/

■「建設技術展2018近畿」への共催・出展
JACICは、マイドームおおさか（大阪市中央区）にて、

10月24日（水）・25日（木）の二日間開催されます「建
設技術展2018近畿」へ共催・出展します。

JACICのブースでは、建設関係の各種情報に関する技
術についての展示などを行う予定です。技術展にご来場
の際は是非お立ち寄りください。

福井CIM勉強会の様子
■BIM/CIMへの取組みのご紹介（福井CIM勉強会）

現在、CIM活用に向けた動きが加速している中、地方
（福井）の現場においては、①3次元モデル導入が進まな
い ②ICT工事で納品されたデータが活用されていない、
という課題も指摘されているところです。

上記課題について、福井県内の関連技術者等が集まり
情報交換を行い、解決方法を議論した上で3次元設計の
あり方及び納品データの活用方策等を確立させることを
目的に、福井河川国道事務所において「福井CIM勉強会」
が設置されました。

本勉強会には、熊本大学 小林一郎 特任教授のご指導
を頂きながら、建設会社、建設コンサルタント、CAD
ベンダー、福井河川国道事務所、アドバイザーとして（財）
先端建設技術センター緒方参事、当方JACICが委員とし
て参加しています。これまでに2回開催されました。

その他、地方でも同じような要請があれば、JACICも
アドバイザーとして積極的に参画していきたいと考えて
います。

 （近畿地方センター長　南後　和寛）

近畿地方センターの活動ご報告
地方便り

けんせつビデオセミナーの様子

http://www.jacic.or.jp/
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JACIC情報118号の発刊
「JACIC情報」は、当センターが年2回発行している機関誌です。今回の118

号は2018年7月26日の発行、テーマは「自然災害とICT」です。
近年、気候変動等に伴う異常気象（豪雨、豪雪など）、東日本大震災、熊本

地震、そして大阪北部地震と大地震も発生し、甚大な被害が出ています。本号
では、情報技術を活用した防災、減災対策について、大学等における研究開発、
国、民間団体における取り組みの状況を特集しました。

【主な内容】
■巻頭言：東京大学大学院　教授　池内　幸司
■特別寄稿

・名古屋大学減災連携研究センター　教授　福和　伸夫
・ 国立研究開発法人防災科学技術研究所　 

　総合防災情報センター長　臼田　裕一郎
・�気象庁　地球環境・海洋部　地球環境業務課　 

　地球温暖化対策調整官　藤本　敏文
■国土交通省等の取り組み
・�国土交通省　水管理・国土保全局 

　河川計画課　河川情報企画室長　佐藤　寿延
・国土交通省国土技術政策総合研究所　社会資本マネジメント研究センター
　　社会資本情報基盤研究室　　今野　新、関谷　浩孝、蘆屋　秀幸
・国土交通省国土地理院　企画部防災推進室
・国土交通省特定建設技術開発推進室・技術センター連絡会

■大学等における研究開発
・京都大学防災研究所　教授　堀　智晴　　　　　　　　　・中央大学理工学部　都市環境学科　教授　樫山　和男
・山梨大学　総合研究部　教授　鈴木　猛康　　　　　　　・芝浦工業大学工学部　教授　中村　広幸
・横浜市立大学　データサイエンス学部　大西　暁生

■民間の取り組み
・（株）藤井基礎設計事務所　代表取締役社長　藤井　俊逸
・（株）大林組　土木本部生産技術本部　技術第二部技術第二課　主任　望月　勝紀
・戸田建設（株）技術開発センター　山本　健史、保井　美敏、成田　修英、小阪　宏之
・いであ（株）　伊藤　茂也、小籔　剛史、西林　健一郎
・（株）パスコ　経営戦略本部 コンサル事業推進部　部長　森田　真一
・NTTセキュアプラットフォーム研究所　岸　晃司、小阪　尚子、倉　恒子、爰川　知宏

■公共調達コーナー
「国土交通省における調査・設計等業務の入札契約の最新動向」
国土技術政策総合研究所　社会資本マネジメント研究室

■賛助会員コーナー
・株式会社荒谷建設コンサルタント　　　　　　・株式会社　ウエスコ　　　　　　　・常盤工業株式会社
・復建調査設計株式会社　　　　　　　　　　　・まるなか建設株式会社　　　　　　・洋林建設株式会社

■その他　JACICのページ等

【JACIC情報について】
●定期購読を受け付けています。毎号1000円＋消費税です。今回のみの購入も可能です。
　定期購読している方は、測量系CPD協議会が認定する「測量CPD」年間5ポイントも取得できます。
●バックナンバー　　　http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
●ご購読のお申し込み、お問い合わせは、経営企画部（電話03-3584-2404）までお願いいたします。
 （経営企画部　参事　横山輝行）　　
本年7月4日頃より8日にかけて発生した豪雨により、西日本各地において多くの災害が発生しました。
お亡くなりになりました方々に対し哀悼の意を表しますとともに、被災されました皆様には謹んでお見舞い申し上げ

ます。1日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。

JACIC通信

http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html
http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
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