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1．リニューアルのポイント
昨年度から運用しているJACICクラウドを大幅にリ
ニューアルし、DX時代の新たなマネジメントの実現に
向けた仕様に改良して4月から提供します。
具体的には、「平常ルーム」と「防災ルーム」という
構成を廃止し、公共調達基盤としての「公共調達ルーム」
と建設プロセス基盤としての「JACICルーム」を提供し
ます。2つのルームで専門的なマネジメントをより便利
かつ効率的に、効果的に実現するとともに利用者の経済
的負担の軽減を図ることにしました。
「JACICルーム」では、基本機能（情報共有基盤機能、
情報ハブ機能、現場把握確認機能）をベースに防災、プ
ロジェクト管理、巡視・点検、監督・検査、構造物管理
等の業務分野ごとの専門機能を搭載した画面（専門画面）
を提供します。業務分野に応じたマネジメントを簡単、
便利に行い、作業の効率化、作業内容の高度化を可能に
する“多機能作業室”を目指します。防災に関する専門
機能は、標準装備とし、4月から提供します。この機能
により、現場状況の把握が可能となり、平常時のプロジェ
クト管理や監督、巡視・点検等の維持管理に利用ができ
ます。防災以外の専門機能は、順次開発して提供してい
きます。
また、オールインワンのセットのほか、利用者の要望
に応じて、サービスの追加や、専門機能単独での契約等
も可能とします。
2．JACICクラウドの5つの機能
リニューアルしたJACICクラウドは、5つの特徴を有
した建設事業関係者（官民を問わず）向
けのクラウドです。
①　�ICTプラットフォーム：データ連携

の基盤となるICTプラットフォーム
の構築

②　�ゲートウェイ：認証・認可、セキュ
リティの確保等ゲートウェィ機能を
具備

③　�情報共有：ファイル共有機能と画像
共有（Web会議）機能の提供

④　�専門機能：専門的なマネジメントの
実現機能（専門画面）を用意

⑤　利用環境：データの利用環境向上機

能の提供
3．JACICクラウドの構成【図-1】
（1）公共調達ルーム
発注、契約からオンライン電子納品、成果品の検索等
まで公共調達の基盤を提供します。コリンズ・テクリス
や建設副産物のシステム等においてワンストップでの利
用や手順の減少など既存のJACICサービス等の利便性の
向上を図ります。
（2）JACICルーム
河川、ダム、砂防、道路等の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行えま
す。現場から事務所、本局、本省まで一気通貫で継続的
に3次元モデルやデータ等の情報共有を可能にする環境
を整備します。
4．専門機能の例（防災）【図-2】
業務に必要な機能を専門機能として一元的に集約し、
便利かつ効率的・効果的に利用できる画面（専門画面）
に搭載して提供します。
標準搭載する防災分野での専門画面を例に解説しま
す。防災対応画面では、LIVE映像や地図のみならずク
ロノロジーや観測情報、気象、警報などの関連情報、3
次元モデルなどの管理情報など多岐にわたる情報をオー
ルインワンで提供します。
画面左側のアイコンをクリックして作業内容を選択
し、画面上の地図や映像、各種データや資料等を選択、

ニュースと解説

現場のDXを実現へ
－ JACICクラウドのリニューアル －

図-1　JACICクラウドの全体イメージ
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ニュースと解説

表示して利活用します。
5．現場のDXには、ICTプラットフォームが不可欠
現場の情報は、これまでメールやFAXで情報を個々
に発信する時代から、Web会議やファイル共有により
共同で利用する時代へ、そしてICTプラットフォームを

介して生成や変換、自動化など情報マネ
ジメントが可能となる時代へ移行してき
ました。これにより情報は、データ、イ
ンフォーメーションからインテリジェン
ス、ナレッジへ進化を遂げてきました。
情報は知恵としての利活用が重要になり、
こうした情報マネジメントに必要なデー
タ連携・共有環境としてICTプラットフォー
ムは不可欠になっています【図-3】。
JACICでは、ICTプラットフォームを
中核に新たなマネジメント方法を提案
し、現場のDXを実現していきます。【図
-4】に示すようにJACICルームを活用す
ることで、3次元統合モデル等BIM/CIM
を利用したプロジェクト管理、維持管理

や画像・映像、XR等を活用した監督・検査、巡視・点検、
構造物管理、防災等現場における様々な場面でDXを支
援し、コロナ禍以降の「新たな日常」における働き方改
革にも貢献します。
� （理事　尾澤卓思）

図-2　 JACICルームの防災対応画面イメージ

図-3　インフラ分野における情報の利活用方法の変遷とJACICクラウド

図-4　 JACICルームを活用した複数現場における情報共有イメージ
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BIM/CIMコーナー

1．はじめに
先月号で、AIやビックデータとの関連でサイバーフィ

ジカルシステム（Cyber-Physical�System：CPS）につ

いて若干触れました。今回はCPSについて紹介します。

2．CPSとは
（1）歴史
CPSそのものの概念が提唱されたのは決して新しいも

のではありません。注目されるようになったのは、様々

なデジタル技術が進展し、現実の情報の多くをサイバー

空間で処理することが可能になってきたからのようです。

CPSは2000年代半ばに、米国の技術的優位を生み出す

国家戦略として登場しました。自動車や家電製品などソ

フトウェアが組み込まれた機器の競争力強化が狙いのよ

うです。自動車や家電においては、品質の日本や低価格

な中国などが優位な産業分野ですが、それら機能の実現

はソフトウェアの依存度が高まっています。CPSでは、

組み込みソフトウェアを米国が強みとしたインターネッ

トに接続することで、ネット側からソフトウェアをアシ

ストし、機器の付加価値を高めようとしたものです。

（2）概念
CPSとは、アナログな現実（フィジカル）の多様なデー

タをセンサーネットワーク等で収集し、コンピュータに

よる仮想空間（サイバー）に取り込み、コンピューティ

ングパワーによる分析や知識化を行った上でそれを

フィードバックし、現実の世界に最適な結果を導き出す

という、サイバー空間とフィジカル空間がより緊密に連

携するシステムのことと一般的に言われています。そこ

で創出した情報や価値によって、産業の活性化や社会問

題の解決が図られていくものとされています。

（3）IoTやデジタルツインとの相違
CPSについては、IoTやデジタルツインなども一緒に

語られることも多いです。どのように活用するかという

広い概念で見た場合は共通する部分も多いですが、何に

焦点を当てていくかにより異なってきます。

IoT（Internet�of�Things）は、あらゆるモノがインター

ネット接続できるようになることに焦点が当てられてい

ます。モノがネットワーク化されることでフィジカル世

界におけるデータの収集と、逆にモノにネットワーク経

由でデータを送ることでの機能を果たすことが可能にな

りますが、「モノ」を中心に考えています。

デジタルツインは、現実世界の情報を詳細に取得でき

るようになることでデジタル世界にフィジカル空間の情

報を完全に再現する双子を作ることができます。そのた

めサイバー空間の中で再現された現実空間のコピーに焦

点が当てられています。ある意味IoTとデジタルツイン

は、表裏一体だと言えるのではないでしょうか。

一方CPSは、これらの一連のシステム全体を示してい

ます。IoTによりフィジカルデータを収集し、サイバー空

間のデジタルツインにより得られた知見を、フィジカル

空間でフィードバックするような一連のサイクルです。

つまり、IoTやデジタルツインを活用して、現実世界に

効果をもたらすためのシステムはCPSになるといえます。

3．データ駆動型社会
CPSによるデータ駆動型社会の実現のための横断的取

り組みの方向性や各分野の連携について、経済産業省を

中心に検討されているようです。

インフラ分野との連携も視野に入っています。例えば、

維持管理段階でのBIM/CIMデータの活用の場面でイノ

ベーションがあるかもしれません。

図-1　データ駆動型社会

主な参考資料

・独立行政法人情報処理推進機構資料

・一般社団法人電子技術産業協会資料

・経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会資料

� （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その59）
― CPSによるデータ駆動型社会 ―
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1．はじめに
公共事業の調達プロセスは、国交省等の発注機関が、
工事や業務を入札公告するところから始まります。入札
公告された案件に参加を希望する企業は、インターネッ
ト等を介して参加申し込みをし、技術提案書を作成する
ための関連資料を閲覧することができます。
従来、閲覧希望者が発注機関に出向き、紙ベースで閲
覧をするのが一般的でしたが、受発注者の業務改善のた
め、電子データでの引き渡しや、インターネットを介し
た引き渡しの試みが行われています。
JACICでは、建設行政の効率化支援を目的とし、イン
ターネットを介したJACICクラウドによるICTプラット
フォームのサービスを提供しており、今回、JACICクラ
ウドをベースとし、発注情報関連資料の申請から閲覧ま
での手続きを、効率的に提供するサービスを行うことと
いたしました。
令和3年度から、このサービスが近畿地方整備局にお
きまして採用、試行されることとなりましたので、その
概要を紹介いたします。

2．発注関連資料の閲覧手法の改善

従来の関係資料の引き渡し方法は、以下の手順です。

①　閲覧希望者が発注者と訪問時間の調整
②　閲覧希望者が発注者を訪問
③　閲覧希望者が発注者の提示した電子データをコピー

この手順においては、閲覧希望者側では、アポ取り、
訪問の手間が生じます。発注者側も、アポと訪問への対
応、データコピー作業等の手間が生じます。また、外出、
接触による新型コロナ等の感染リスクもあります。
この課題に対応するため、JACICクラウドを介して、
セキュリティを保ちながら、関連資料の閲覧申請から閲
覧までを効率的に行う仕組みを構築します。（図表-1）

3．システムの手順概要

検討、構築したサービスの、閲覧希望者の手順は以下
のとおりです。

【閲覧申込画面からID、パスワードの取得】図表-2

①　�入札説明書に記載された閲覧申込URLを確認し、閲
覧申込URLにアクセスし、申込画面を表示させる。

②　表示された申込ページに必要事項を記載し申請する。
③　�システムから届くメールで、ID、パスワード、閲覧

のためのURLを確認する。

【閲覧画面へのアクセスと閲覧】図表-3

①　�メールで通知された閲覧URLにアクセスし、ログ
イン画面を表示させる。

②　�表示されたログイン画面に、通知されたIDとパス
ワードを入力する。

③　�表示された画面で、申請した案件名を選択する。
④　�表示された画面で関連資料を選択し、工事の場合は

ダウンロードを選択する。（業務の場合は閲覧のみ）

4．終わりに
構築したサービスは、令和3年度から試行されます。
今後、このサービスがより効率的で使いやすいものと
なるよう、改良をすすめることとしていいます。
また、他の発注機関からのニーズにも対応できるよう、
取り組んでまいります。
� （計画監理部　部長　大澤健治）

「発注情報関連資料の閲覧サービス」
〜 計画監理部 〜

各部センターの取組

図表-1　関連資料閲覧の効率化イメージ（工事案件）
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各部センターの取組

図表-2　ID、パスワード取得の画面イメージ

③申請した案件の選択

④関連資料の選択とダウンロード

①②閲覧へのログイン画面へのアクセスとログイン

図表-3　閲覧までの画面イメージ（工事案件）
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（一財）日本建設情報総合センターでは、建設分野における情報・システムを活用した調査研究を助成の対象とし、
以下の対象課題に関する調査研究を広く募集します。
特に、JACICでは「JACIC‘i-Con’チャレンジ戦略」において、新たな情報通信技術を取り込んだ新現場力の構築に向
けた取り組みを進めており、インフラ分野のDXへの対応や建設分野における新現場力の構築に資する調査研究の応募
を期待しています。

1．公募期間
令和3年3月25日（木）〜令和3年6月30日（水）

2．研究助成の対象課題

1．指定課題
①　建設情報の標準化に関する調査研究
②　3次元モデルや3次元データの活用による建設生産性向上、維持管理の効率化・高度化に関する研究
③　建設分野におけるデータベース、データプラットホームの活用に関する調査研究
④　�ICT等に関する技術（AI、5G/IoT、XR（VR、AR、MR、SR）、センシング技術、画像処理技術等）の建

設分野における活用に関する調査研究
⑤　�建設分野の各プロセス（測量、調査、設計、施工、維持管理、防災対応等）及び建設現場での危機管理時

の業務継続におけるICT活用に関する研究
⑥　建設分野の情報技術者の育成に関する調査研究
⑦　市民学習（インフラ整備・管理や防災等）への活用に関する調査研究
2．自由課題（上記①〜⑦以外で、当財団の業務に関連する課題）

3．助成対象者
上記研究項目に関心を有する大学、高等専門学校、民間（各種団体が運営する委員会等も含む）等の研究者とします。
申し込み件数は1人あたり1件（共同研究の場合も同様）とします。

4．助成期間
助成期間は、令和3年9月1日から令和4年11月30日まで（1ヵ年）もしくは令和5年11月30日まで（2ヵ年）とします。

5．助成金額及び採択件数（各研究枠をあわせて6件程度を予定）

・2ヵ年の研究：助成額�600万円以内　　　助成件数　1件以内
・1ヵ年の研究：助成額�300万円以内　　　助成件数　2件程度
・1ヵ年の研究：助成額�100万円以内　　　助成件数　3件程度
・上記研究枠とは別の若手研究者（令和4年4月1日時点で満35歳以下）の研究（1ヵ年）
　　　　　　 ：助成額�100万円以内　　　助成件数　3件程度

公募案内の詳細は、JACICのホームページ（http://www.jacic.or.jp/josei/r03/）に掲載していますので、確認のうえ、
ご応募ください。
令和2年度は、4件（2ヵ年の研究1件、1ヵ年（300万円以内）の研究3件、若手研究者の研究は該当なし）が採択され
ました。
問合せ先　　一般財団法人日本建設情報総合センター　建設情報研究所　常山、清水
E-mail：grant-prog@jacic.or.jp
� （建設情報研究所　研究員　清水知子）

令和3年度 （一財）日本建設情報総合センター 
研究助成公募案内

JACIC からのお知らせ

http://www.jacic.or.jp/josei/r03/
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北海道地方センターは、全道179市町村を担当地域と
して、i-Constructionの推進、JACICクラウドの定着と
普及、公共調達のための情報提供、支援を目指して国の
発注機関や地方公共団体を主体に活動を行っています。
ここでは令和3年度現在までの主な活動を紹介させて頂
きます。
●　JACICクラウドの定着と普及
北海道開発局主催の『令和2年度　i-Construction研
修』が令和2年9月24日から9月25日の日程で行われまし
た。本研修の一つとしてJACICの尾澤理事が「BIM/
CIMの推進による現場の改革　－新現場力による新たな
マネジメントの実現－」と題し“i-ConからDXへ”、“行
政管理者（発注者）の仕事の改革”、“JACICクラウドの

使命”、“新現場力‘Digital�Twin の̓活用”について講義
を行いました。研修は開発局職員、北海道職員、札幌市
職員の約50名が参加しました。
●　地方公共団体に対する支援
□　コリンズ・テクリス検索システムの普及活動
未導入機関への普及・利用拡大に向けた取り組みを実
施しするとともに、既にご利用頂いている発注機関や受
注者の皆さまに、フォローアップしながらご意見を伺い、
より満足頂けるシステムへの改良を目指しています。本
年度も新たな発注機関に利用を頂いており、発注にあた
り地元での工事実施状況等が容易に確認でき業務の効率
化が図られるとのご意見を頂いております。
□　第11回�北海道地方コアシステム会議の開催
例年は、年に一度、関係団体の皆さまに参集を頂いて、
ご意見、ご要望、事務局からの情報提供をさせて頂き、
電子入札コアシステムの機能向上や運用について活発な
議論をさせて頂いておりましたが、令和2年度のブロック
会議は新型コロナウイルス感染の状況が懸念されたこと
から、全国一律で対面式の開催を見送り資料回付により
実施いたしました。本年度は会員の皆さまに事前にアン
ケート調査を実施して要望等を伺いました。事務局から
は「新方式（脱JAVA）システムへの移行について」、「IE
以外のブラウザへの対応について」、「コアシステムのサ
ポート期間について」等について諮らせて頂きました。

「北海道地方コアシステム連絡会議（令和元年度の様子）」

� （北海道地方センター長　田村順一）

北海道地方センター活動報告
地方便り

「i-Construction研修」
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