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1．はじめに
JACICでは、i-Constructionの推進に向けて国土交通

省の各種委員会やWGの運営、ガイドラインや要領等の
作成のお手伝いなどをするとともに、自主的な活動とし
て「JACIC ̒ i-Con  ̓チャレンジ戦略」（以降「チャレン
ジ戦略」という）を策定し、JACICクラウドの構築、現
場まるごとi-Con化を進めてきました。JACICクラウド
は、官民の双方を対象に仕事に応じた技術、技術に合っ
た仕事の仕方の提供を基本に構築しています。とりわけ
行政管理者が測量調査から維持管理までのすべての段階
で一貫して継続的にデータプラットフォームを保持し、
統合モデルや成果品の利活用等を効率的、効果的に行え
る使い勝手の良いデジタル環境を整備します。これによ
り、国土交通省が進めるオンライン電子納品等の整備と
相まってこれまで部分的であった業務の電子化やICTの
活用は大きく進展する環境が整います。構築状況につい
てはチャレンジ戦略の改訂とともに1年半にわたり適宜
公表して参りました。

しかし、JACICクラウドによりデータプラットフォー
ムを構築しても、仕事の仕方（ルールやガバナンス等）
に合ったものへと変更しないと目指す効率を確保でき
ず、本来の効果を十分に得ることができなくなります。
仕事の目的に合った技術を導入するためには、手順や基
準、実行組織等技術を活かせる環境が必要であり、新た
なマネジメントを考えなければなりません。

JACICクラウドにおいては、この点を十分に考慮し、
業務上の核となる統合モデル及びデータの利活用に必要
なルールやガバナンス等を定めたデータ利用・管理規定
と手順書などワンパッケージでの提案を行っています。
本稿は、来年度から運用開始するJACICクラウドの本質
を理解していただき、ご利用の検討に資する情報を提供
することを目的としています。

2．JACICクラウドの魂　－真に目指すもの－
JACICクラウドについては、構築とともに順次チャレ

ンジ戦略を改訂し、特徴を順次明確にしてまいりました。
このため、コンパクトな形でのJACICクラウドの説明は

なく、本稿において以下のようにまとめました。
【JACICクラウドのコンセプト】

JACICクラウドは、建設事業等においてICTの導入に
よる生産性の向上を図るため、公共調達基盤、建設プロ
セス基盤、社会情報基盤の3つのプラットフォームの提
供により、様々な関係者間でいつでもどこでも多種多様
な情報の共有や利活用を即時・同時、効率的、効果的に
行えるようにするものであります。

官民を問わず幅広い利用に供するため、ゲートウェイ
機能により、厳格なセキュリティを確保し、認証・認可
等の情報のマネジメントを行い、ハブ機能により、様々
な情報やデータ等の連携を可能にするとともに、ルーム
機能により、データやモデル、映像等を組み入れたWeb
会議等を行うことができる情報共有、利活用の環境を提
供します。また、コリンズ・テクリス等の既存のサービ
スからオンライン電子納品への対応や三次元管内図（事
務所版インフラデータプラットフォーム）の利活用等の
新たなサービスを提供します。さらにデータ利用・管理
規定と手順書を作成することでルールやガバナンス等マ
ネジメントの環境整備を進めます。

しかし、JACICクラウドは、使い勝手の良い共通デー
タ環境（CDE）やサービスを提供するものだけではあ
りません。ICTの様々な技術と連携して、建設プロセス
の各段階において情報共有やデータの利活用を即時性と
同時性を持って実現可能にする環境を提供し、ICTによ
る新たな能力（新現場力）を活かした仕事の効率的、効
果的な方法や高度化を提案、実現していくものでありま
す。クラウド技術を活かした新たなマネジメントの創出
を考えています。

JACICクラウドの目指すものは、ICTによる新現場力
を通じて現場技術力を高めることから働き方改革を進
め、建設生産性の向上を図るとともに、新たな現場経験
による現場技術者の技術力の向上、人材育成につなげる
ことであります。

※新現場力については、JACIC社会基盤情報標準化委
員会特別委員会の提言「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
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の創出〜」を参照してください。http://www.jacic.or.jp/hyojun/

JACICクラウドの魂は、ICTによる新現場力の中核と
して現場技術力を高め、i-Constructionの推進とともに
現場技術者の技術力の向上、人材育成の成就にあります。

（図-1）

図-1　JACICクラウドのコンセプト

CDE

3D

Web

JACIC

i-Construction

（ ）
i-

Construction

3．統合モデルを用いた新たなマネジメント
国土交通省の直轄事業の支援として以下の基本的な

サービス3点セットを提供します。（JACICNews9月号）
①ルーム関連の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）
②三次元管内図（事務所版インタープラットフォーム、

統合モデル）
③データ利用・管理規定と手順書（データ・モデル工

程表、事業マネジメント）
測量・調査から設計、施工、維持管理まで一貫してデー

タ、モデルの利活用の基盤となるのが三次元管内図、つ
まり事務所版インフラデータプラットフォームであり、
統合モデルであります。測量・調査から維持管理までの
各段階においてデータ、モデルの追加、更新を繰り返し
ながら統合モデルを継続的に利活用し、行政管理、維持
管理、事業監理、防災、公共調達に役立てます。これに
より様々なデータの一元的な管理や利用ができる上、
データやモデル間の矛盾、不整合のチェックや総合的な
管理、事業監理を効率的、効果的に行うことができます。
さらにフロントローディングやコンカレントエンジニア
リングにも資することになり、生産性の向上や働き方改
革を進めることができます。（図-2）

図-2　統合モデルと事業プロセス
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このため、行政管理者が測量・調査から維持管理まで

の各段階において自らのために適宜使える環境が必要で
あり、JACICクラウドでは、年間契約を通じて統合モデ
ルを継続的に一貫して利活用できる環境を提供します。

現状では、情報共有環境は施工段階において受注者が
用意する共有ASPが存在するだけです。今後設計段階に
おいても導入が検討されています。受注者を主体とした
情報共有環境は整備されていきますが、先述の行政管理
者（発注者）での情報共有環境の整備は未だニッチが空
いています。ここをJACICクラウドで埋めることにより
行政管理者に寄り添った役立つサービスの提供を図りま
す。現状の仕事の仕方から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新しい仕事の仕方まで対
応できる情報共有環境を構築します。

また、受注者の利用されている共有ASP機能も提供で
き、ニーズに応じて民間向けのサービスを提供します。
官民の一体的なサービス提供も可能であり、ニーズに柔
軟に対応してまいります。（図-3）

図-3　�JACICクラウドの活用場面・効果【フロントロー
ディング、コンカレントエンジニアリングを導
入した場合】
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4．おわりに
現在、JACICクラウドでは、来年度からの運用に向け

て具体的な提供サービスの準備を行っています。既存の
コリンズ・テクリスの切り替えからルーム機能など新た
なサービスまで円滑にご利用できるようにしていきます。
ただし、基盤の構築と併せて提供サービスの準備をして
おり、来年度早々からは一部サービスの提供となります。
最初、基本的なサービス提供から始め、利用者のニーズ
もお聞きしながら様々なサービス提供者との連携を模索
して、順次提供サービスの充実を図ってまいります。

JACICクラウドの具体的な内容については、11月14日
に「JACICクラウド発表会」を開催し、基本的な説明と
来年度からの運用についてお知らせをします。たくさん
の参加者をお待ちしています。乞うご期待ください。
� （理事　尾澤卓思）

ニュースと解説
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1．はじめに
中部地方センターでは、平成28年度より管内の賛助会

員の皆様との意見交換会を実施しています。今年は、
「i-Construction（以下「i-Con」という）の推進」をテー
マに愛知県の賛助会員の皆様と実施しました。
2．開催状況

日時 ： 令和元年10月3日（木）11：00〜13：00
場所 ： 名古屋市（ルーセントタワー16F会議室）
参加者 ： 賛助会員16社（25名）、JACIC4名

3．意見交換会の概要
最初にJACIC尾澤理事より、「i-Conの推進に係る

JACICの取り組み」について情報提供し、次に、賛助助
員の皆様より「i-Conに関する取り組み状況及び意見・
要望等」を発表いただいき、意見交換しました。

（1）i-Conの推進に係るJACICの取り組み
JACICの取り組みとして、「i-Con、BIM/CIMの推進

動向」を再確認した上で、支援をJACICとしてどうして
いくかをまとめた「JACIC ̒ i-Con  ̓ チャレンジ戦略」
について、2本柱の「JACICクラウドの構築」と「現場
まるごとi-Con化」を説明しました。また、「今後の展開

（目標）」について、「Digital Twin」の活用展開を説明
しました。これらに対して、「発注者の認識・知識も我々
以上に進めていただく必要がある。」、「データ管理を一
元的に使うのは問題がある。」等のご質問・ご意見があり、
JACICから「クラウド構築をきっかけにいい事例を早く
お見せしていく」、「データは保管管理が大事であり、オ
ンライン電子納品を利活用する際の検索についてソフト
ウェアで賢く繋げて賢く見えるようにすることが重要と
なる。」と回答しました。

（2）i-Conに関する取り組みに関する意見交換
i-Con取り組み状況、ご意見・ご要望等について、出

席された全会員の皆様からご発言いただきました。
①主な取り組み状況

・平成21年頃からICTに取り組みはじめている。

・昨年度からICT舗装工を実施している。
・最近になってICT土工を実施している。
・維持修繕工事ではICT施工に至っていない。
・�最近になってICT推進室、BIM/CIM推進室等を立ち

上げて組織的に取り組んでいる。
・BIM/CIM業務を受注して取り組んでいる。

その他、観光予報プラットフォーム、アスファルトプ
ラントのキャッシュレス化・位置情報提供システム等の
事例について紹介いただきました。

②今後の展開に向けた主なご意見・ご要望等
・BIM/CIMは、会社として積極的に進めていきたい。
・夜間工事等安全施工に繋がるi-Con活用としたい。
・�維持修繕工事においてドローン活用や3Dの内製化に

取り組んでいきたい。
・�現時点では2次元設計と3次元設計のダブルで行ってお

り、省力化になっていない。3次元設計は構造物設計
や施工計画における干渉把握の＋αの意味合いであ
り、生産性向上に至っていない。
・�道路、橋梁詳細設計において、すべて3次元化するの

は難しく、3D-CADソフトにこんな機能があったらい
いなということをとりまとめている。このサイクルを
繰り返すことでソフトが充実してくると思う。
・中堅以上の技術者は発想の転換教育が必要と考える。
・�JACICの説明は最終形を見せていただいた気がする。

そこへ辿り着くためにどれだけのことをしなければな
らないのか私たちの役割は何なのかを感じている。
・�土木技術者が3Dデータづくりまで行うのか、専門に

任せるのか、普及するには分担整理が必要となる。
・�説明いただいた最先端のことももちろん大事だが、携

わるすべての人が取り組める裾野の拡がりが大事であ
り、裾野を拡げる方向での支援もお願いしたい。

4．おわりに
本日の意見交換会も踏まえ、中部地方センターとして

も本部と協働して「JACIC ̒ i-Con  ̓ チャレンジ戦略」
を推し進めて参ります。

 （中部地方センター長　澤頭芳博）

JACIC便り

賛助会員との意見交換会開催報告
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1．けんせつフェア北陸in富山2019
10月2日、3日の2日間、「けんせつフェア北陸in富山

2019」が富山産業展示館（テクノホール）において開催
されました。今回のフェアでは、建設技術者の技術の研
鑽・高揚並びに技術情報の交流の場として、建設技術の
一層の高度化や広範囲な技術開発の促進へとつなげ、新
技術・新工法の積極的な活用促進や建設技術を通じての
地域づくり、担い手確保の広報を目的に開催されました。
また本フェアは1993年より2年間隔で開催され今回で14
回となりますが富山県での開催は初めてとなります。

JACICでは「JACICクラウド」と主体にJACICが提供
するサービスを展示しましたので概要を報告します。

2．開催状況
出展は官公庁・NEXCO・学校・協賛から日建連、建

設業協会やコンサルタント協会などさまざまな団体が出
展していました。

他の地方技術展の出展内容は建設技術別（施工、防災、
等級化対策、コスト縮減等）の分類されたブースごとの
出展が主ですが、本北陸の技術展では出展団体別の出展
となっており、その内容は、○雪国の暮らしと建設技術、
○災害に備える建設技術、○人と環境を支える建設技術、
○日常生活と開発技術の係わりと分類された技術の出展
となっており、北陸地方特有の技術を出展しようとする
主催者の意思が見られました。

今回の会場が富山駅からバスで30分と多少時間がかか
ることもありましたが、主催者の発表では2日間で4600
人の来場者がありました。またJACIC展示ブースへの来
場者は約200人の方々が来場していただきました。

3．JACICの出展状況
JACICは、現在検討を進め来年度より運用を目指して

いる「JACICクラウド」を主体的に展示しました。
JACICクラウドについては、県や市の行政職員が来訪し、
JACICクラウドの機能や特徴についての質問があり、ま
た利用者としての要望事項などの意見交換が出来まし
た。特に情報共有環境の必要性を切実に感じ、早期の運
用が重要と感じました。

また、ICTの活用により現在の仕事の仕方を変え業務
の効率化を図ることについての意見交換もでき、必要性
は理解しているものの現状を変えるのは難しいなど様々
な意見がありました。

このほかコリンズ・テクリスの展示や建設副産物情報

交換システムや建設発生土情報交換システムについてパ
ネル展示やパンフレットの配布を行い、コリンズ・テク
リスは広く認知されていることもあり、「JACICさんで
すか。コリテクでいつもお世話になります。」と言うよ
うに話のきっかけが出来、その他の技術の意見交換が出
来ました。（写真-1）

また、JACIC賛助会員が8社展示していることから
社会基盤情報標準化委員会特別委員会の報告書などを

持参し挨拶や説明を行う中で意見交換が出来ました。

写真-1　説明状況

プレゼンルームでは、木村北陸地方センター長による、
「JACICクラウド」に関するプレゼンテーションが行わ
れました。朝一番のプレゼンであるにもかかわらず多数
の方に聞いていただけました。民間団体職員からも終了
後「いつから使えるのか？」との質問があり、早期の
JACICクラウドの運用を期待している団体もあると確信
しました。（写真-2）

写真-2　JACICクラウドプレゼンテーション

 （経営企画部　次長　高橋克和）

JACIC便り

「けんせつフェア北陸in富山2019」への出展報告
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BIM/CIMの動向（その45）
― ISO8000 Data Quality ―

BIM/CIMコーナー

1．はじめに
2016年11月に閣議決定されました第5期科学技術基本

計画では、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合
させ、科学技術分野や産業等を超えて人間中心の社会改
革を実現するSociety 5.0を掲げています。

さらに2018年6月に閣議決定された統合イノベーショ
ン戦略では、様々な分野のデータを連携する基盤を整備
し、新たな価値の創出を目指しています。

今後、ビックデータの利活用の拡大、各分野のデータ
利活用の拡大することが考えられますが、併せてデータ
の質の重要性が高まることが予想されます。

このデータ品質に関する国際規格がISO 8000（Data 
Quality）です。今回は、本規格の概要について紹介し
ます。
2．ISO 8000とは

ISO 8000は、品質のデータと情報を交換するための国
際標準です。品質データを「規定の要件を満たすポータ
ブルデータ」と定義しています。本規格は、データが明
示され、品質情報を確実に配信するために使用できるよ
うに、データがどのようにエンコード及びフォーマット
されるかに関するものです。

ISO 9000はビジネスプロセスに関する品質マネジメ
ントであるのに対し、本規格はそこで扱われる様々な
データの質を対象にし、組織間やシステム間で情報交換
する際のデータ品質要件・評価方法やプロセスを定める
規格です。
3．ISO 8000の目的

ISO 8000の目的は、品質データ
の契約を容易にし、品質データを
配信できる企業とソフトウェアア
プリケーションを特定することで
す。ISO 8000品質データは「規定
の要件を満たすポータブルデー
タ」です。

ポータブルデータは、ソフト
ウェアアプリケーションから分離
できるデータです。データが特定
のライセンスソフトウェアアプリ
ケーションを使用してのみ使用ま
たは読み取りできる場合、その
データもライセンスの条件に従う

ため重要となります。
4．データクオリティの国際標準化

ISOでは、データ品質規格の中核と位置づけられる本
規格の新規パート開発を実施しています。

本規格は、TC 184/SC 4の中のIndustrial Data Quality
を担当するWG 13で協議されています。

ISO 8000シリーズの各規格は、Part1概要（ISO 8000-
1：2011）、Part 2用語（ISO 8000-2：2018）など13 Part
が発行済みであり、また引き続き7つのパートが開発中
です。
5．さいごに

今後、更なるIoTの普及や様々なセンサー技術の進展
により多くの情報やデータが増大することになります。
そのような状況の中で、サイバー空間とフィジカル空間
を高度に融合するSociety 5.0において、データ品質を担
保することは重要な課題のひとつといえるでしょう。

ものづくりに関係する各分野はもとより、行政や公共
機関の各種データベースの構築や公開においてもデータ
品質は重要な課題のひとつといえるでしょう。

主な参考文献等
・国際標準化機構（ISO） HP
・内閣府「第5期科学技術基本計画」
・文部科学省科学技術・学術政策研究所資料
 （研究開発部　次長　徳重政志）

Subcommittee�ISO/TC184/SC4（一部抜粋）
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関東地方センターは、関東1都8県を担当管内として、
JACICが提供する各種システム等の普及促進活動などを
行っています。

最近の主な活動についてご紹介します。

■電子入札コアシステムユーザー会議
電子入札コアシステムのユーザー間で開発や運用に関

する情報交換を目的に開催している「関東地方ブロック
会議」を令和元年31年7月26日（金）に開催しました。

会議には、国土交通省、文部科学省、農林水産省等の
国の機関をはじめ、電子入札コアシステムをご利用いた
だいている関東9都県の31団体にご出席いただきました。

会議では、各団体の新方式（脱Java対応版）コアシス
テムへの移行時期、移行に向けた準備や移行対応時にお
ける留意事項などについて、意見交換や情報共有が行わ
れました。

関東地方ブロック会議

■コリンズ・テクリス検索システム等の普及活動
コリンズ・テクリスや建設副産物情報交換システム（コ

ブリス）に未加入な自治体を訪問し、普及促進に努めて
います。

関東1都8県の加入状況（令和元年9月末現在［試用含む］）

■発注者BIM/CIM研修（初級）を受講
発注者がBIM/CIMを利活用するうえで必要な基礎的

知識を取得するための研修が、JACIC主催により平成31
年8月7日（水）から3日間行われ、地方整備局、高速道
路会社等の受講者と一緒に受講しました。

3次元CADの基本的なことや活用方法・留意点の説明、
土木分野における情報技術活用の動向の紹介などがあ
り、生産性の向上には情報通信技術の活用が不可欠なこ
とが理解できました。

また、測量成果や設計成果の確認する方法として、地
形モデル、土工モデル、橋梁等の構造物モデルを実際に
閲覧ソフトで操作する実習もあり、大変有意義なものと
なりました。

発注者BIM/CIM研修（初級）

■「建設技術フォーラム」に出展（予定）
令和元年11月20日（水）に、関東地方整備局主催の「建

設技術フォーラム」が開催されます。
テーマは『“X-Tech”（クロステクロノジー）を実現

する新技術』となっており、JACICは事業展示に出展し
ます。

ブースでは、「JACICクラウド」などi-Constructionの
推進を支援するための技術を紹介する予定です。フォー
ラムにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

 （関東地方センター長　平石　進）

関東地方センターの活動
地方便り
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