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1．はじめに
JACICでは、今年の5月1日に「JACIC̒ i-Con チ̓ャレ

ンジ戦略」を改訂し、来年JACICクラウドセンター（仮
称）を設置するなどクラウドを活用したサービスの準備
を進めています。また、i-Constructionモデル事務所な
どの様々な現場に行き、ICT活用による仕事のプロセス
が変わることについて意見交換を実施し、JACICクラウ
ド導入の有効性を確認するとともに、現場の課題やニー
ズを聞き、必要なクラウドサービス機能を検討していま
す。今年の秋には、JACICクラウドの試行として現場か
ら地方整備局、国交省本省まで一気通貫での情報共有化
を実証する試験を行う予定です。

JACICクラウドの提供するサービスは、様々なシステ
ムやデータとの連携が重要であり、現場のニーズに応じ
ることができるサービスの調査や公募など連携方策の検
討も行います。

来年、JACICクラウドの運用開始に向けて、第一段階
として提供するサービスを早期に決定し、準備をする必
要があります。その後、第二段階、第三段階と順次段階
的にサービスの拡充を図ることとします。

本稿では、検討・準備をしているJACICクラウドのサー
ビス内容について速報の形で紹介します。特にこれから
準備をさらに加速するとともに、現場との意見交換等を
積極的に行い、第一段階のJACICクラウドを具体的に提
案して行きます。

2．基本的なサービス3点セット　（図-1）
JACICクラウドは、これまで紹介してきたとおり公共

調達基盤、建設プロセス基盤、社会情報基盤の3タイプ
のプラットフォームを用意します。これを活用するため
の具体的な仕様を現在検討しています。行政管理者、事
業監理者等となる発注者に寄り添ったクラウドを考えて

ニュースと解説
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います。特に核となる基本的な仕様は、①ルームの3機
能（サイバー空間上の会議室機能、情報のハブ機能、現
場把握確認機能）、②3次元モデル管内図、③データ利用・
管理手順書の3点セットの提供を考えています。行政管
理、事業監理等を行う上で基本となるツールや利用方法

（作業フロー）を併せてクラウドと提供することが重要
だと考えています。以下に簡単に3点セットについて紹
介します。

①ルームの3機能
年間契約でJACICクラウドのルーム（サイバー空間上

の会議室）を確保してもらい、点検や維持管理、工事等
の事業監理、測量等において利用する3次元データや電
子データ、画像・映像データ等を適時に共有できる環境
を用意します。そして即時性を持って現場から本省まで
つながり、情報共有や意見交換を可能にします。地域の
中小を含めた各企業が様々なASPを毎回準備するより
も発注者が扱い慣れた環境を提供する方が効率的であ
り、トラブルも少なく円滑に業務を遂行できます。

情報のハブ機能により、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

を共有することができます。
現場把握確認機能により、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
時に見ることができます。

このようにルームでは、BIM/CIMのモデルだけでな
く、様々なデータを活用することができます。

② 3次元モデル管内図（統合モデルの構築）　（図-2）
3次元の地形モデル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次元モデル管内図を作成し
ます。3次元モデルは変化を把握しやすく、地形がわか
りやすい特徴があります。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す
ることができ、台帳やカルテの機能も有します。また、
集約されたデータを用いて数値計算や数値シミュレー
ションを行うことができます。こうしたことから、管理
だけでなく、合意形成ツールとして活用できます。

③ データ利用・管理手順書（4次元、5次元の実現に向
けて）

構造物や地形等の個々のモデル及び統合モデルの段階
的な整備を行う上で、プロセス毎に対象となるデータの

ニュースと解説

図-2

統合モデル：広域地形モデル
（施工段階から維持管理段階も見据えた事業全体を監理）

・ 施工段階において、将来個々の管理すべき内容に応じて作成されたモデルを統合して活用しやすくし
た統合モデル（事業監理CIM）。

洪水吐き、放流施設、取水設備、
排水設備、受変電設備等

代替地の整備

工事区域内の公共補償と水特事業
の合併施工道路

流域全体の地形データ、
付け替道路、施工設備等

統合モデル ＜広域地形モデル＞

＜ダム本体モデル＞

＜代替地モデル＞

＜付け替え道路モデル＞

＜原石山、土捨場モデル＞

原石山、土捨場

＜地滑りモデル＞
地滑想定区域、対策個所

本体モデル 原石山、土捨て場モ
デル

付け替え道路等補
償関係モデル

地滑りモデル 代替地モデル



- 3 -

2019.6月号

取集方法、管理・格納方法等の手順書を作成し、測量調
査、設計、施工、維持管理まで継続して情報共有、デー
タの利活用を行います。

3．災害対策の支援（災害対策本部が変わる）
年間契約で確保しているルームは、平常時のみならず

災害時に活用が期待できます。災害時にVR等を用いる
など①ルームの3機能を活用することで、これまでにな
い即時性のもとに「全員が災害現場に集合」することが
でき、即座に核心の災害対応が遂行できるようになりま
す。（図-3）従来の「映像やデータを送れ」という段取
りの指示は無くなり、「災害箇所は〇〇か」という本質
の話をすぐに開始できます。また、国の情報ネットワー
クでは、セキュリティ上繋げない情報もJACICクラウド
は別系統のため収集でき、スマートフォンやタブレット
端末等からの情報やインターネットからの情報など様々
な情報をセキュリティを確保しながら適時、適切に得る
ことができます。地方自治体等との情報共有も可能であ
り、複数の自治体と一斉に情報提供や意見交換もでき、
これまでと異なる効率的、効果的な情報共有となります。

TEC-FORCE派遣時や災害復旧時にもルームの活用は期
待できます。

4．おわりに
本稿は、JACICクラウドの基本となるルームを中心と

した基本的なサービス3点セットについて紹介しました。
提供サービスも一度に揃えることは難しいため、段階

的に充実するとともに、変化していく技術や環境に応じ
て柔軟に対応していきます。

クラウド技術は、通信の安定的な確保やデータ移送能
力など通信の環境や技術に依存する部分があり、今後、
5Gなど通信技術の進歩とともに機能を向上していく必
要があります。先を見ながら徐々に準備をしていきます。

このようにICTによる新たな技術を上手に活用し、新
現場力として定着できることを目指します。仕事の仕方
を大きく変え、生産性の向上、働き方改革に貢献すると
ともに、新たな現場経験を通じて現場技術者が育つこと
を期待しています。

 （理事　尾澤卓思）

ニュースと解説
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JACICは、品質マネジメントシステム（ISO9001）を
導入することにより、品質確保と顧客満足の向上に努め
ています。

1．品質マネジメントシステム
ISO9001は、ISO（International Organization for

Standardization：国際標準化機構）が制定した品質に
関するマネジメントシステム規格です。ISOの規格ごと
の 認 証 件 数 は、ISO9001が105.9万，ISO14001（ 環 境 ）
が36.3万、ISO27001（ 情 報 セ キ ュ リ テ ィ） が3.9万、 
ISO22000（食品安全）が3.3万となっており、ISO9001 が

最も普及している規格です。
ISO9001は、世界で184か国、約105.9万の組織が導入し

ており、日本は45,030組織で、中国、イタリア、ドイツ
に次ぎ第4位です。

日本においては、国内での使用を円滑にするために、 
ISO9001を日本語に翻訳したJIS Q 9001が、日本工業標
準調査会から発行されています。

（数値の出典はISOウェブサイトの2017年のデータ）

2．JACICの品質マネジメントシステム
JACICでは、2003年6月からISO9001：2000（JIS Q 

9001：2000）の運用を開始し、同年12月18日に認証を取
得しました。

認証取得時に、品質管理を含め業務のワークフロー等
を行うシステム「業務管理システム」を構築し、現在も
利用しています。

JACICでは、毎年、再認証審査またはサーベイランス
審査を受け（再認証審査は3年に1回、他の年はサーベイ

ランス審査）、認証を維持しています。
2014年1月24日には、品質マネジメントシステムを10

年間維持した功績により、審査機関より永年表彰をいた
だきました。

品質に関する活動として、2012年に設置した顧客対応
室によるシステム利用者ニーズの調査分析、内部監査や
不適合対応からの改善活動などを実施しています。

3．本年度の活動
2019年は、事業計画に基づき以下の品質方針を策定し

ました。

品　質　方　針

2019 年度の「事業計画」に従い、建設情報の提
供、情報システムの開発・提供、標準化活動、BIM/
CIMの導入推進、ICTの活用促進を行うことにより、
i-Construction の実現を支援し、生産性の向上を推進
する。
なお、建設事業に係る各分野の動向や建設情報に関
連する技術の進歩等、建設分野を取り巻く環境の変化
に対して、柔軟かつ迅速に対応し、社会の要請に応え
た効果的な事業となるよう努める。

これらを実現するため、以下の活動を実施する。
１�．「情報セキュリティポリシー」に基づいて、情
報インシデントの発生を抑止し、情報セキュリ
ティを確保する。
２�．常に利用者のニーズを把握し、必要な対応を講
ずる。
３�．災害発生等の非常時においても事業を継続でき
る能力を構築・維持する。
４�．一人ひとりの職員が、建設・情報両分野におい
て、技術力を持続・向上するために、OJT、Off-
JT 及び自己研鑽に取り組む。
５�．JACIC の持つ技術力と経験を最大限に活かし
て、利用者に対する必要かつ十分なサービスを展
開することにより、顧客満足度の向上を図る。

ISO9001 品質マネジメントシステムに則り、部署ご
とに品質目標を定め、PDCAサイクルを回すことに
より、業務全体にわたる継続的な改善を図る。

2019 年 4 月 8 日
一般財団法人　日本建設情報総合センター

理事長　深澤　淳志

本年度はこの品質方針に従い、ISO9001を業務に役立
つツールとして活用していくことにより、品質確保と顧
客満足の向上に取り組んでいきます。

（経営企画部　参事　柳澤成一）

JACIC便り

JACICの品質マネジメントシステム

登録証	 永年認証表彰
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第8回アジア土木技術国際会議（CECAR8）参加報告

第8回アジア土木技術国際会議（CECAR8）が2019年

4月16日から19日の日程で、池袋のホテルメトロポリタ

ンを会場に開催されました。

アジア土木技術国際会議（CECAR）は、アジアの産官

学の研究者、技術者らが一堂に会する会議で、アジア地

域の土木学協会で構成するアジア土木学協会連合協議会

（ACECC）が3年毎に開催しています。1998年2月にフィ

リピンで第1回会議が開催され、第2回会議は2001年4月

に東京で開催された後、今回が第8回の開催となります。

会議の概要

1日目（4月16日（火））：開会式、プレナリーセッション、

コンカレントセッション

2日目（4月17日（水））：コンカレントセッション、プレ

ナリーセッション、ACECC賞表彰式、ビュッフェディ

ナー

3日目（4月18日（木））：プレナリーセッション、コンカ

レントセッション、閉会式

4日目（4月19日（金））：テクニカルツアー

写真-1　開会式の様子

この中でJACICでは、ホテル内に設置された展示ブー

スにJACICの事業を紹介するパネルを展示するととも

に、「ICTを用いた建設分野の生産性向上」をテーマに

したセッションを企画・運営し、国内外の参加者に対し

て情報発信を行いました。

セッションでは、大阪大学大学院の矢吹信喜教授を座

長に迎え、5名のパネリストが生産性向上への取組みに

ついて発表を行いました。

写真-2　セッション会場の様子

最初に、韓国・ミョンジ大学のMan-Woo PARK准教

授からは、　ステレオ映像を用いて現場作業員の動線を

解析し、現場の生産性向上や安全管理に応用できること

が紹介されました。

続いて、台湾・国立台湾大学のAlbert Y. Chen准教授

から、画像センシングにより自動車とバイクが混在する交

通流から車両の位置関係を解析し、交通流の特徴を分析

することで交通安全に生かす取り組みが紹介されました。

次に、国土技術政策総合研究所の関谷浩孝室長から、 

3次元モデルの活用により建設生産性を向上する取り組
みとして、検査プロセスの効率化について紹介されまし

た。

続いてJACICの竹田正彦部長よりBIM/CIMをはじめ

とするICT活用による生産性向上の取組みについて紹介

を行いました。

最後に、東急建設の小島文寛氏より、施工会社が実践

する生産性向上の取組みとして、BIM/CIMの積極的活

用による問題の見える化への取組みが紹介されました。

会議全体では800名の参加者が、本セッションには40

名が参加し、専門分野、そして受発注者の枠を越えて貴

重な時間を共有する機会となりました。

（研究開発部　部長　竹田正彦）

JACIC便り
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BIM/CIMコーナー

BIM/CIMの動向（その40）
― BIM/CIMに関連する技術紹介 ―

今回は、MR（複合現実）とVR（仮想現実）の技術

的相違と、360度カメラの種類の概要についてご紹介し

ます。

1．MRとVRとは
MR（Mixed Reality）は最先端技術の一つで、現実世

界にCGの仮想世界を融合させるだけでなく。さらに確

認や操作ができます。ゴーグルを装着すると、周囲の現

実の風景にコンピュータ映像が重なって表示されます。

一方で、VR（Virtual Reality）は、映像の世界（仮

想現実）に入り込んだような体験ができる技術です。

2．MRとVRを活用した一例
様々な現実的なデータ映像や仮想データ等を、MRや

VRを活用することで、リアルに検討や把握することが

できます。

具体的な活用方法が色々考えられますが、一例として

下記ものが挙げられます。

Ø　 ホログラムによって完成イメージを表示させ討議を

円滑化

Ø　 災害現場のVRデータ化による災害復旧等の実施

JACICクラウドに「デジタルツイン」方式を導入し、

仮想空間と現実空間を即時につなぎ、災害時などの対応

にも役立てることを目指しています。

3．360度カメラの種類
360度カメラは、現在国内外で複数のメーカが多くの

機種を発表されています。同カメラを選択しMR等へど

のように活用を行うか検討が進むものと考えられます。

ここでは、360度カメラとして「全天球」と「半天球」

と2種類あることについての概要を紹介します。機種が

多岐にわたっているものもありますので、活用にあたっ

ては別途読者が検討をお願いいたします。

（1）全天球カメラ

本カメラでは、前後に1枚ずつ計2枚のレンズを搭載

しています。片面を1つのレンズでカバーしており、2

枚のレンズの映像を合成し360度の天から地までを撮

影できる仕組みとなっています。

メーカ（提供メーカ）ごとに主な機種を整理すると

下表に示すとおりとなります。

メーカ 機種 静止画
品質

動画
品質 メモリ

ドコモ
ソフトバンク
KDDI　※

Gear 360 5472×2736 4096×2048
24fps microSD

GARMIN VIRB 360 5640×2816 2880×2880 microSD

GoPro GoPro
Fusion 18MP 5228×2624

30fps

Kandao QooCam 3840×1920
60fps

ハスレコ Insta360
ONE X 6080×3040 5K

30fps microSD

Nikon 4KVR360 7360×3680 3840×1920
24fps microSD

リコー RICOH
THETA V 5376×2688 4K

30fps
19GB
内蔵

※：スマートフォン提供者

（2）半天球カメラ

本カメラでは、レンズが1枚だけの機種がほとんど

となっています。カメラの水平方向360度と、地球儀

の上半分しか撮影できません。

メーカ 機種 静止画
品質

動画
品質 メモリ

360fly 360fly 4k 3456×3456 2880×2880
30fps

64GB
内蔵

CASIO EX-FR200 3888×3888 3480×2160
30fps microSD

KODAK SP360 4K 2880×2880 2880×2880
30ps microSD

360度カメラの世界は、今後もこれから広がってい

くものと思われ、期待が高まります。

 （研究開発部　次長　徳重政志）
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はじめに
中国地方では昨年の7月豪雨災害を受け、現在も復旧・

復興に鋭意取り組んでいるところです。特に甚大な被害
を受けました広島県・岡山県においては国、県、市町、
建設業界が一体となって取り組まれています。

その中でも、中国地方整備局においては、この4月か
ら新たに2事務所が開設され事業の推進に取り組むこと
となりました。

その一つはテレビでも多く取り上げられました岡山県倉
敷市の「高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所」で、破
堤した小田川の復旧と河川の付け替え事業を担当します。

また、広島市においては、土砂災害防止のための砂防
堰堤等を担当する「広島西部山系砂防事務所」が開設さ
れました。

写真-1　事務所開所の様子
（写真提供：中国地方整備局）

新たに開設された事務所を含め、早期の復旧・復興事
業が推進され、地域の安全・安心が確保されることを期
待しております。

さて、中国地方センターでは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、ここで最近の主
な取り組みと今後の予定について紹介します。
■「岡山県ICTセミナー」の開催

昨年11月22日（木）に岡山県建設技術センター主催の
ICT講習会が開催され、岡山県内の自治体職員約30名の
方々が参加されました。最近のi－conの状況、ICT土工
の検査・監督及び一人測量等の最新のICTについて熱心
に聴講されました。今後も引き続きJACICとして協力し
てまいります。
■「発注者BIM/CIMセミナー」の開催

中国地方整備局の発注者向けセミナーが昨年10月9・
10日及び11月12・13日に整備局の研修所において2回開
催され、全体で約40名の整備局職員が参加されました。
セミナーでは、BIM/CIMにおいて発注者に必要な知識

の習得をメインに講習を実施し、スキルアップに取り組
まれました。

写真-2　BIM/CIMセミナーの様子
■「建設技術フォーラム2018in広島」の共催・出展

昨年11月1・2日に広島市内の広島産業会館において「建
設技術フォーラム2018in広島」が開催されました。一般
の方を含め約2000名の方々が来場され、最新の技術や取
り組みについて、セミナー・展示ブースで紹介をしてい
ます。JACICも豪雨災害の後であるため、Photog-CAD
の紹介を含め、最新の情報を展示しました。今年度も引
き続きJACICとして共催・出展して参ります。

写真-3　展示ブースの様子
■「中国地方ブロックコアユーザ会議」の開催

本会議は、JACICと中国管内の国・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。

今年からは中国地方の各県で持ち回り開催として、7
月5日（金）に鳥取市内で開催する予定です。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
について意見交換を行います。

今後も中国地方において色々なセミナー等が開催され
ますので、引き続き、JACICも積極的に参画していきた
いと考えています。

 （中国地方センター長　藤原光雄）

中国地方センターの活動
地方便り
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