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いよいよ2020年度の始まりです。関係者の皆様、今年

度もよろしくお願いします。

今年の1月には、お陰様で本部事務所の移転を無事実

施することができました。これにより、業務継続計画上

最も重要な課題となっていた非常用電源の確保が図られ

ました。

これと同時に、JACICの業務の内容も、より一層充実

したものとなるよう考えています。ここでは、2020年度

の主な取り組みについて3点ご紹介したいと思います。

（1）総合的な建設情報の提供実現

1つ目は、JACICの事業の柱の一つとして、新たに「建

設プロセスに関わる情報の利活用促進」を付け加えるこ

とです。これにより、より総合的な建設情報の提供実現

を目指します。

JACICでは、これまで主な事業として、コリンズ・テ

クリス、積算システムなどの「公共調達に関わる情報提

供」 および、国からの受託業務や標準化などを中心とし

た「建設情報に関わる研究開発」の2本柱で事業を推進

してきました。

2020年度からは、これらに調査・測量から設計・施工・

維持管理にわたる「建設プロセスに関わる情報の利活用

促進」を追加し、すなわち、

①　公共調達に関わる情報提供

②　建設プロセスに関わる情報の利活用促進

③　建設情報に関わる研究開発

の3本柱で事業を展開し、これまで以上に総合的な建設

情報の提供を実現していきたいと考えています。

（2）ソリューション部門の創設

2つ目は、「ソリューション部門の創設」です。

上記「建設プロセスに関わる情報の利活用促進」を図

るため、新たに「ソリューション部門」を創設し、建設

現場の生産性向上と仕事の改革を進めてまいります。

（3）JACICクラウドの創設

3つ目として、「JACICクラウドの創設」です。

ソリューション部門の核として、JACICクラウドを創

設し、発注者・受注者などの関係機関や各種サービス提

供者等と連携したJACICクラウドの運用を図り、建設現

場の課題解決を目指してまいります。

以上、2020年度のJACICの主な取り組みについて3点

ご紹介いたしました。

このように、2020年度、JACICは、既存の建設情報シ

ステムをさらに充実させ安定的に運営するとともに、「効

率的な仕事の仕方」についても、積極的に情報提供・提

案していくことで、JACIC本来の役割を十分果たして参

りたいと考えています。

新しいJACIC、「JACIC2.0」の始動です。35年前の

JACIC設立に際し、先輩が名付けた日本建設情報総合セ

ンターの「総合」の意義をさらに充実したものにしたい

と思っています。

皆様、引き続きよろしくご指導をお願いいたします。

新生JACICの始動新生JACICの始動
理事長　深
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現場改革に向けた提案の実現

建設現場の生産性革命の実現には、現場力の低下とい

う現場の課題を克服することが重要で、ICTを活用した

新たな能力（新現場力）による仕事の効率的、効果的な

仕方や質の向上による高度化を図り、現場力の飛躍的向

上と現場技術者の技術力向上を目指す必要がある。

JACICでは、「JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略」を策

定し、現場における行政管理者（発注者）の仕事の仕方

について改善のための検討を進めてきた。

その結果、BIM/CIMモデル及び情報共有環境を用い

た現場改革について5つの具体的な目標と3つの視点を提

案した。（表-1）

こうした提案の実現に必要な情報共有環境としてJACIC

クラウドを構築し、新たなマネジメント方策の導入等に

よる現場の課題解決を支援するため、ソリューション部

門（JACICソリューション）を創設する。（図-1）

これによりJACICは、主な事業として、「公共調達に

関わる情報提供」「建設情報に関わる研究開発」に「建

設プロセスに関わる情報の利活用促進」を新たに加え、

「総合的な建設情報の提供」を実現する。

ソリューション部門（JACICソリューション）の創設

ソリューション部門は、建設生産性の向上を図るため、

現場に寄り添い、関係者との連携を図りながらICTによ

る新現場力を構築して現場における課題を解決し、仕事

の効率化、高度化の実現を目的として創設する。

JACICクラウドを中核に現場に寄り添ったサービスの

提供を図り、行政管理者（発注者）のみならず民間の者

にも同様に、ニーズに応じたサービスの提供を図る。

ソリューション部門には、計画監理部、事業推進部、

BIM/CIM普及・推進室を設置し、JACICクラウドの運営、

管理からインフラデータプラットフォームや三次元管内

図（統合モデル）の構築、BIM/CIMの普及に向けた研

修等幅広い業務展開を予定している。

JACICでは、「JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略」にお

いて構想や提案など基本的な考え方をとりまとめ、公表

してきた。今後もこれを継続しながら、JACICクラウド

などの具体的な提供サービスやJACICソリューションに

おける事業の内容に関して、「JACICʻi-Conʼアクショ

ンプラン」（仮称）にとりまとめ、公表していく。

新生JACICの始動に伴い、「“インフォメーション”か

ら“インテリジェンス”へ」をモットーに心新たに職員

一丸となって職務に専念する所存である。

（理事　尾澤卓思）

JACICソリューションの創設
－ICTによる生産性向上のための現場改革を支援－

表-1　5つの具体的な目標と３つの視点

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ＪＡＣＩＣ‘i-Con’ アクションプラン」（仮称）の公表



- 3 -

2020.4月号

図-1　組織図
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はじめに
JACICでは、新しい仕事の仕方の実現を目的に、現場

における3次元データの共有化、BIM/CIMの推進の基盤

として、JACICクラウドの構築を進めています。

JACICSクラウドでは、以下のタイプの基盤を考えて

います

・公共調達基盤：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

・建設プロセス基盤：建設事業や管理におけるプロジェ

クト管理、維持管理、災害対応等に応じた基盤

・社会情報基盤：インフラデータや様々なデータが連携

して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）

JACICクラウドは、上記の3つのタイプのプラット

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、効果的に行えることを目指します。

1．JACICクラウドの運用開始
JACICでは、4月1日よりJACICクラウドの運用を開始

いたします。
図表-1　4/1にJACICクラウドで運用を開始するサービス

サービス名 概　　　要

シングル
サインオン

・JACIC のサービスを 1 つの ID とパスワー
ドで利用できるようにするもの
・4/1 よりコリンズテクリスサービス、（公
共機関）、画像情報共有システムにて開始
・今後、ルーム機能サービス、建設副産物
情報交換システムにて開始予定

平準化率情報
提供サービス

・公共工事の発注平準化率の情報提供サー
ビス
・コリンズ工事実績情報をもとに発注機関
ごとの平準化率データを提供
・4/1 より受付開始（利用者に条件あり）
※詳細は 6 ページ

画像情報
共有システム

・撮影場所を地図表示することのできる 360°
カメラ画像の登録閲覧システム
・1 契約で地図上表示画像枚数は 500 枚
・4/1 よりアクセス開始

（契約者のみ利用可能）
・料金は 10 万円 / 月＋諸費用の年度契約

JACICクラウドにより、コリンズ・テクリスや建設副

産物情報交換システムなどの既存サービスに加え、平準

化率情報提供サービスやルーム機能などの新たなサービ

スを、同一の認証認可基盤を介して提供し、サービス間

の利便性の向上を図ります。

順次、サービスの拡充を進めてまいりますが、4月1日

からは、以下の運用が始まります。

・コリンズテクリスサービスのシングルサインオン

・平準化率情報提供サービス

・画像情報共有システム

今後、「ルーム」機能のサービス提供、建設副産物情

報交換システムでのシングルサインオンの運用も開始い

たします。

2．「ルーム」機能
（1）「ルーム」機能の概要

ルームは、インターネットを通じた、登録したメンバー

内での情報の利活用のためのサービスで、基本サービス

として、ファイル共有とWeb会議をセットで利用しや

すく提供します。

ルームでは、日常的に使用する「平常ルーム」と、災

害対策時用の使用を想定した「防災ルーム」を用意しま

す。

（2）平常ルーム
公共事業での情報共有は、契約工事ごとに建設会社等

が準備するASPサービス等が利用されていますが、異な

る契約工事間や、設計業者等との情報利活用は、進んで

いない状況にあります。JACICでは、情報共有のための

クラウドを発注者自らが主体的に保持することが重要と

考え、発注者向けのルーム機能のサービスを提供するも

のです。これにより、インターネット通信環境があれば、

どこでも、いつでもメンバーによる利用が可能で、業務

の合理化に貢献するものと期待されます。

また、測量調査から設計、施工、維持管理までにわた

るデータの利活用、関係者間での情報共有の基盤が形づ

くられ、発注者の仕事の仕方が変わる一歩になるものと

考えています。

（3）防災ルーム
国土交通省などの公共事業管理者は、自然災害対策全

般にわたり重要な役割を担っていますが、ルームの機能

は、以下の観点から、災害対策時に、貢献できるものと

思われます。

・現場の映像等をインターネットを通じてルームに登録

でき、関係者間で、即時に同時に情報共有できる。

・映像等を用いた資料によりWeb会議にて複数の自治

「JACICクラウドの運用と今後」
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体などの関係者に状況説明ができる、など。

そこで、上記の平常ルームに加えて、災害対策時用に、

防災ルームも用意することとします。

防災ルームでは、利用者やデータ量が多くなることが

予想されるため、通常のルームよりも利用者数、データ

量等の上限を緩和し、実使用月数で利用料金を増減する

など、災害時の利用に配慮した仕様とします。

図表-2　ルーム機能のサービス内容
ルーム種類 提供サービス内容（予定）

平常ルーム 1．ファイル共有
・登録メンバー上限：30 人
・データ容量上限：300 ㎇

2．Web 会議
・登録メンバーでの利用
・同時接続数：10 箇所

3．料金等
・月額 6 万円での年度契約

防災ルーム 1．ファイル共有
・登録メンバー上限：100 人
・データ容量上限：600 ㎇

2．Web 会議
・登録メンバーでの利用
・同時接続数：30 箇所

3．料金等
 ・年度基本月額 2 万円＋利用月使用料 8 万
円での年度契約

（4）検査業務等での試行
世界的に新型コロナウイルスの感染が大問題となって

いますが、感染予防の対策としてテレワークの推進が挙

げられています。このような状況の中、国土交通省四国

地方整備局企画部様から、検査業務等の安全安心な履行

に懸念もあり、運用準備中のJACICクラウドを試行したい

との依頼があり、JACICとして支援させていただきました。

具体的には、企画部、2事務所にて、ルーム機能を用

いて、検査業務等で活用していただき、実際の業務を支

援できることが確認できたと考えております。

3．画像情報共有システム
画像情報共有システムは、360°カメラ画像の登録閲覧

システムで、撮影場所を地図表示する機能を合わせもっ

ています。インターネット通信環境があれば、メンバー

なら、どこからでも、いつでも、システムにアクセスし、

360°画像を閲覧することができます。

また、通信環境が整っていれば、現場で撮影した360°

画像を、位置情報とともに、その場でシステムに登録す

ることができます。

360°画像は、一度の撮影で、周囲360°の画像を撮影で

き、通常のカメラ撮影時のような、撮影漏れがありません。

また、見る側では、自分の好きな視点で見ることが可能

であり、臨場感があり、現場の状況の把握が容易です。

この360°カメラ画像と、先のルームのファイル共有と

Web会議の機能を組み合わせることで、特に災害発生

時において、関係者間での状況の共有や、対策検討等に

大きく貢献するものと期待されます。

JACICとしては、使用事例の収集、分析に努め、より

一層利用しやすいシステムにするよう取り組んでまいり

ます。

おわりに
JACICクラウドでは、新たなサービスを順次検討し、

充実を図ってまいります。

今回のサービスを皮切りに、発注者、建設業界の業務

の高度化、効率化により一層貢献できるよう、努めてま

いります。

（JACICソリューション　計画監理部　大澤健治）

図表-3　画像情報共有システムのイメージ
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はじめに
JACICでは、前述のように「新しい仕事の仕方」とし

て5つの具体的な目標と3つの視点を提案しています。
JACICクラウドは「新しい仕事の仕方」を実現するため
に、最新のICT技術を活用した様々なサービスを提供す
るものです。

その一環として、目標のひとつである「公共事業調達
を簡単・便利に」するために「コリンズ・テクリス検索
システム」も4月からのJACICクラウドの開始に伴い、
JACICクラウドに統合し、より使いやすいサービスとし
て提供します。

その第一弾として、「シングルサインオンの導入」と「平
準化率データ提供サービス」を4月1日より開始します。
以下、新しい2つの機能について紹介させていただきます。

1．シングルサインオンの導入について
JACICクラウドでは、提供する複数のサービスメ

ニューを同一のIDとパスワードで利用できるシングル
サインオンの仕組みを導入します。

コリンズ・テクリス検索システムが最初の導入となり
ますが、今後、COBRIS（建設副産物情報交換システム）
等の既存のサービスや前述のJACICクラウドで新たに提
供する様々なサービスを同一のIDとパスワードで利用
が可能になります。

サービスの開始に先立って、「コリンズ・テクリス検
索システム」を契約いただいている約1200の機関の利用
責任者の皆様にシングルサインオンを開始するために必
要となるJACICクラウドのIDとパスワードを送付いた
しました。ご利用される方は、利用責任者の方から
JACICクラウドのIDとパスワードをお受け取り下さい。

な お、 移 行 期 間 と し て、2023年3月 ま で の 間 は、
JACICクラウドからのシングルサインオンでの利用に加
え、現在、利用いただいているコリンズ・テクリスの
IDとパスワードでの利用も継続します。2023年4月以降
は、シングルサインオンによる利用に統一し、これまで
どおりのログイン方法による利用は廃止する予定です。

2．平準化率データ提供サービスを開始
令和元年6月に改正された「公共工事の品質確保の促

進に関する法律」及び「公共工事の入札及び契約の適正
化の促進に関する法律」では、発注者に対して新たに施

工時期の平準化を図るための措置を講じることが定めら
れました。

こうした状況を踏まえ、コリンズ・テクリスに登録さ
れている工事・業務実績情報を活用し、平準化率等のデー
タを提供するサービスを開始します。
「平準化率データ提供サービス」は、発注機関ごとの

以下のデータを提供するものです。（図－1）
① 過去3カ年度の平準化率（件数、金額別）
② 発注工事の月ごとの稼働状況グラフ

図-1　提供する平準化率データ（サンプル）

料金は表-1のとおりです。提供するデータは発注機関
ごとに作成した過去3カ年度のデータですが、その他の
条件での算出についてもできる限り対応する予定ですの
で、ご相談下さい。（別途、見積りさせていただきます。）

表-1　平準化率データ提供サービスの料金

区分 単位 料金（税込）

国、都道府県、政令市、その他の

機関（市町村、東京都 23 区は除く）

1 件 11,000 円

市町村、東京都 23 区 1 件  1,100 円

おわりに
今後とも、「新しい仕事の仕方」を実現するために、

コリンズ・テクリスに蓄積した貴重な情報を利活用する
ためのサービスの提供や検索システムの充実に努めてま
いります。

（コリンズ・テクリスセンター長　桜井　力）

コリンズ・テクリス検索システムで提供する
新しいサービスについて
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