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1．はじめに
JACICクラウドは、建設プロセスの各段階で行われる

業務や工事等の遂行を支援する「JACICルーム」を備え
ており、平常時、防災時に関わらず現場に密着した多機
能な作業室を提供しています。点群データ、3次元モデル、
画像、映像等の様々なモデルやデータを局面に応じて必
要な情報として、集約、共有し、調査、計画から維持管
理の実施まで幅広いマネジメントを実行できる環境を整
えています。具体的には、防災、遠隔臨場、プロジェク
ト管理、監督、検査、巡視・点検、構造物管理等局面ご
とに専門画面を構築し、専門的な利用で効率良く、わか
りやすい作業を可能にするとともに、知見やノウハウの
システム化を行い、業務の高度化を図ります。現場の実
情や特徴に応じた形で専門画面を構築し、現場に密着し
た作業を可能にします。

JACICクラウドでは、専門画面を用いた新たなマネジ
メント方策により、現場のDXを推進して参ります。

2．「JACICルーム」と専門画面
「JACICルーム」の専門画面を用いた新たな仕事の仕

方を示します。仕組みは、図-1に示すように、ICTプラッ
トフォームを活用
し、現場の情報や
内外部の連携して
いるシステムの情
報を集約、共有し
て、利用者の目的
に適合した専門画
面 を 用 い て 可 視
化、分析、発信、
共有、保管等の作
業を行うものであ
り ま す。 ま た、
Web会 議 を 用 い
て画面を共有しな
がら関係者と作業
や意見交換を行う
ことができます。

3次元管内図や3次元統合モデルも専門画面を用いて利用
し、現場情報の利活用基盤とすることができます。

「JACICルーム」は、Digital Twinの時代における情報
の利用・共有環境を提供するものです。

こうした専門画面及び3次元統合モデルを用い、ICT
プラットフォームを活用した仕事の仕方は、基本的な方
針と手順を明確にした手順書の作成とともにこれを基に
した継続的な改善の実施が重要です。専門画面及び3次
元統合モデルと併せて手順書を用いるマネジメントが、
ICTを活用した新たなマネジメントとなります。

3．専門画面の構成
専門画面は、作業に必要なデータ、モデル、画像、映

像等を複数の画面構成で集約、一元化するもので、確認
事項や作業手順等のマネジメント内容に応じて画面を構
築するものです。従来別々に利用していた、或は利用で
きていなかったデータやモデル、画像、映像等をわかり
やすくかつ便利に組み合わせて可視化や分析等ができ、
必要な作業において効率的、効果的に利活用できるよう
になります。

専門画面は、作業目的ごとに作成することになり、表

ニュースと解説

専門画面による現場DXの推進
－JACICクラウドによる新たなマネジメント方策－

図-1　JACICルーム
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-1の よ う な イ
メージで構築し
ていきます。情
報共有機能、情
報ハブ機能、現
場把握確認機能
を基本に作業目
的に応じて専門
機能を組み合わ
せる構造となり
ます。防災、遠
隔 臨 場、 プ ロ
ジェクト管理、
巡視・点検、監
督、検査、構造
物管理等と目的
に応じて順次作
成していく予定です。現在、JACICクラウドでは、防災
の専門画面を標準装備としています。

専門画面は、目的毎に標準タイプの画面を提供するこ
とになります。現場の事情や特徴に応じて、機能変更や
機能追加が必要な場合は、検討の上対応可能のものにつ
いて提供することになります。（要相談）

4．防災専門画面（JACICクラウド標準搭載）
防災専門画面を用いて専門画面の機能を紹介します。

防災専門画面は、動画（LIVE、録画）、写真（現場写真、
航空写真）、地図、タイムライン、3次元モデル（3次元
管内図、構造物等）、データ連携画面（FRICS等）、災害
情報資料（Word、Excel等）を表示することができます。
また、Web会議やファイル共有機能を用いてこれらの
情報を関係者間で共有することができます。

画面構成は、標準として図-2、3のようになり、メイ
ン画面表示と分割画面表示があります。画面左側には縦
に作業ごとのアイコンが並び、必要な情報を選択して利
用できます。画面上方にはテロップ表示が可能であり、
一斉の情報伝達等に利用できます。分割画面は、中央に
メイン画面、下方に複数のサブ画面、右側にもサブ画面
を表示できます。映像は選択して切り替えが可能です。
地図機能は、地図上に様々な情報を重ねたり、位置にピ
ンを立て情報を紐付けて格納したりすることができま
す。凡例を決めて各地点の被災情報や防災情報の度合い
を示すこともできます。360°カメラの画像は、画面のみ
ならずヘッドセットを用いると現場における臨場と同様
に見ることができます。

5．おわりに
ICTプラットフォームと専門画面、3次元統合モデル、手

順書の新たなマネジメント3点セットを用いた新しい仕事

の仕方を提案しています。これにより、現場における様々
な情報の集約、一元化を図るとともに、高度な利活用や
共有を実現し、現場DXを推進して生産性の向上、非接
触・リモート化、作業の高度化を図ります。JACICでは、
JACICクラウドを様々な現場において検証し、実績を積
み重ねながら現場に適したサービスを提供して参ります。

 （理事　尾澤卓思）

ニュースと解説

図-2　メイン画面

図-3　分割画面

表-1　 JACICルームのサービス（検討中）
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ニュースと解説

1．第42回社会基盤情報標準化委員会の開催
第42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）が令和3年7月1日（木）、
Web会議で開催され、2019年度から2 年間の活動を終了
した小委員会の成果報告及び2021年度小委員会応募テー
マの選考、特別委員会などの活動報告が行われました。

2．特別委員会の活動報告
特別委員会（委員長：皆川勝　東京都市大学名誉教授）

では、令和2年2月から、画像・映像情報の利活用につい
て、先進的な活用事例等の整理・検討を通じて体系的に
整理し、新たな画像・映像情報の取得技術・処理技術・
活用技術の適切かつ効果的な利活用のあり方を検討して
きました。

今般、画像・映像情報の利活用の基本的な考え方を整
理し、「ICTを活用した画像・映像情報の利活用のあり方
に関する提言〜中間とりまとめ〜」として委員会で報告
されました。最終提言は、令和4年6月に予定されています。

3．活動が終了した小委員会の成果報告
2年間の活動を終了した、以下の4件の小委員会につい

ての活動成果を確認しました。
①河川CIM標準化検討小委員会

3次元設計を検討の中心として設定し、調査、設計、施
工、維持管理の4段階でのデータ交換をスムーズにし、河
川CIMの標準を見据えた考え方を提案した。具体的には、
測量と施工をつなぐために必要な3次元設計ツールのあり
方、地形データのやり取りの標準化などについて検討した。
②インフラアセット情報連携標準化検討小委員会

橋梁構造物を対象に効率的な維持管理の実現を目的と
して、国内外の既存の共通データ環境運用事例を踏まえ
つつ、属性情報・形状情報のキーとなる情報項目を明ら
かにし、標準化を検討するとともに、それらの情報が設
計段階から維持管理段階に至る各フェーズにおいて流通
する仕組みを検討し、「橋梁における情報連携・流通ガ
イドライン（案）」をまとめた。
③橋梁パラメトリックモデル標準化検討小委員会

既設橋梁をMMS、UAV等で計測した点群データからパ
ラメトリックモデリングによって3次元モデルを構築し、
プロダクトモデルの標準規格であるISO10303に準拠して
表現するための指針を検討し、「パラメトリックモデリン
グによる橋梁の3次元モデル作成指針（案）」をまとめた。
④ スマートインフラセンサのコード・データベース標準

化検討小委員会
社会インフラ維持管理のための土木構造物用センサの

コードおよびデータベースに関する実装レベル標準仕様

を検討し、「センサコードの標準化案（SIS製品コード/
SIS設置コード）、センサポータル・実装レベルのインフ
ラ維持管理データベース標準化案及びセンサコード

（ID）発行管理運営体制案」をまとめた。

4．2021年度小委員会検討テーマの選定
2021年2月〜4月にかけて2021年度小委員会検討テーマ

の公募を行った結果、2件の応募がありました。
① スマートインフラセンサモニタリングデータにおける

メタデータ標準化検討小委員会
インフラ維持管理のためのモニタリングデータのメタ

データ標準仕様を検討する。検討に当たっては、「スマー
トインフラセンサのコード・データベース標準化検討小
委員会」の検討成果（センサポータル）と連携し、セン
サコードによってセンサの設置情報と製品情報を関連づ
けるデータベースの仕組みについても検討する。
② BIM/CIMにおける情報エコシステム標準化検討小委員会

日本におけるBIM/CIMプロジェクトの情報連携と情
報管理の標準化に向けて、ISO19650に基づく国内の附
属書（National Annex）の整備に資するCDE（Common 
Data Environment）の要件等を整理・提案する。

上記2件に対して、委員会で審査した結果、2021年度
小委員会検討テーマとして採択されました。

5．おわりに
2021年度における標準化委員会の組織体制は下図に示

すとおりです。

図-1　2021年度 標準化委員会 組織図
「ICTを活用した画像・映像情報の利活用のあり方に

関する提言〜中間とりまとめ〜」は、標準化委員会のウェ
ブページから公表しています。また、活動が終了した小
委員会の成果報告書についても、準備が整い次第、同ペー
ジから公開を予定しています。

○委員会HP　http://www.jacic.or.jp/hyojun/
 （建設情報研究所　副所長　明野和彦）

第42回「社会基盤情報標準化委員会」の開催
〜特別委員会の提言、小委員会の成果報告、2021年度小委員会検討テーマの選定〜

http://www.jacic.or.jp/hyojun/
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ニュースと解説

はじめに
JACICでは、4月からJACICクラウドをリニューアル

し、JACICルームの機能も充実いたしました。具体的に
は、情報共有のツールとしてのファイル共有、Web会
議の機能更新に加えて、新たに、専門画面（防災）を標
準装備しました。専門画面では、防災業務時に有用と考
えられる、テロップ表示機能、地図上での状況凡例表示
機能、ライブ映像配信機能、画像映像の登録閲覧機能な
どを備えています。

先の7月3日から4日にかけて、近畿地方整備局等関係
28機関により、淀川等において、「防潮鉄扉閉鎖訓練」
及び「交通規制訓練」が行われました。JACICクラウド
を利用いただいている大阪国道事務所から、国道2号と
43号の交通規制の訓練で専門画面を利用したいとの意向
を受け、JACICとして、専門画面の機能検証を兼ねて、
訓練支援を行いましたので、その概要を報告いたします。

1．防潮鉄扉閉鎖訓練の概要
防潮鉄扉は、堤防より高さが低い国道2号淀川大橋、

国道43号伝法大橋等にて、台風等による高潮被害を防ぐ
ために堤防の高さを補う施設です。

台風期に備え、全8橋の防潮鉄扉閉鎖訓練と関連する
道路の交通規制訓練が毎年行われています。

2．JACICクラウドによる支援、検証の内容
国道2号と43号の10地点の交通規制を担当する大阪国

道事務所からは、JACICクラウドを利用して、以下の合
理化を試行したいとの要望がありました。
①　無線による逐一指令をクラウドで一斉に実施
②　無線による報告、確認をクラウドで速やかに実施
③　現地の状況をライブ映像で確認
④　無線機不感の場合の代替措置

現地班への指令を出す道路現地対策本部（以下「道路
本部」）にPC、現地班10箇所にモバイル端末を準備し、
上記①から③の要望に対しては、専門画面のテロップ機
能、地図機能（状況凡例表示）、ライブ配信機能で対応し、
④についてはJACICクラウドのWeb会議で対応するこ
ととしました。

また、陸閘の操作状況もライブで確認したいとの要望
にこたえるため、淀川大橋、伝法大橋の陸閘のライブ配

「淀川等防潮鉄扉（陸閘）閉鎖訓練参加報告」
〜 JACICクラウドによる支援 〜

図表-1　淀川大橋の陸閘の事例（国交省資料より）

図表-2　陸閘の位置、通行止め区間、スケジュール
（国交省資料より） 図表-4　JACICクラウドによる支援の概要図

図表-3　現地班の位置図
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信と状況報告をJACICで支援することとしました。

そのほか、JACICとして、専門画面の機能確認、360°
撮影画像の自動登録、モバイル端末の操作性、通信と電
源の状況、利用機材の実用性を確認することとしました。

3．支援の結果概要
JACICクラウドの操作者に対するアンケートの集計を

行っているところです。今後、アンケート集計をもとに、
課題の整理、対応策、改善点のとりまとめを行うことと
していますが、現時点で把握した事柄を紹介します。

（1）無線による逐一指令をクラウドで実施
道路本部から現地班に対して、交通規制開始、解除等

の指令が、無線で逐一行われます。今回は、無線での指
令とともに、専門画面の左側の「テロップ機能」のアイ
コン操作により、道路本部の指令のテロップが、音声と
ともに円滑に表示できました。（図表 ‐ 5の①：交通閉
鎖指令テロップが表示。）

（2）無線による報告確認をクラウドで速やかに実施
無線、テロップでの指令を受けた現地班は、その指令

を実施して完了報告を無線で行います。今回は、無線で
の報告とともに、「地図機能（状況凡例表示）」により、
状況を現地で入力し地図表示することができました。（図
表-5 ②-1：道路本部の交通閉鎖指令に対して、凡例を
■黄色から■赤に変更。）

また、地図上に表示されることで、一目で速やかに状
況を把握することができました。（図表 ‐ 5 ②-2）

（3）現地の状況をライブ映像で確認
専門画面のライブ配信のアイコンをクリックすること

で、モバイル端末のカメラが起動し、ライブ配信がされ
ます。今回、夜間でしたが、現地班からライブ配信を行
うことができました。（図表-5の③）、図表-6）

（4）無線機不感の場合の代替措置
無線機の交信状況が悪い場合の補完のために、JACIC

クラウドにWeb会議を準備しました。実際に交信状況
の悪い地点があり、道路本部との間でWeb会議が行わ
れ、代替措置として活用されました。

おわりに
検証結果をとりまとめ中ですが、現地では以下の感想

をいただいております。
・テロップ機能は、出している指令を画面で確認できる。
・状況凡例表示は、指示が実施できていない地点を地図
で確認できる。
・ライブ配信により他の現場の状況を確実に確認でき
る。
・無線状況が悪い地点とWeb会議で状況が確認できた。

一方、投光器のない地点のライブ映像が暗い、モバイ
ル端末の映像が不安定、操作の簡便化の必要性などの指
摘もあり、今後の改善に活かしてまいります。

今回の支援、検証を踏まえて、システムの改善、遠隔
臨場のための専門画面の構築を進めるなどサービスの充
実を図り、発注者、建設業界支援に努めてまいります。

（JACICソリューション　計画監理部　部長　大澤健治）

ニュースと解説

図表-5　訓練時の専門画面例

図表-6　ライブ映像の拡大表示事例
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1．はじめに
i-ConstructionやBIM/CIMにおいては、3次元データ

をはじめ、映像・画像データ、GISデータ等、多くのデー
タを活用されるのはご存じのとおりです。これらデータ
は、独自に保有するものだけでなく、外部のデータとも
連携することも想定されています。そのような状況では、
情報セキュリティ対策を行うことは必要であることは言
うまでもありません。今回は、その基本となるリスクマ
ネジメントについて紹介します。

2．リスクマネジメントの概要
リスクマネジメント（JIS Q 31000）とは、組織のリ

スクを分析・評価し、対策を実施する一覧の取り組みの
ことです。リスク対策の根拠となるリスクアセスメント
を事前に実施し、その結果から、客観的で効果的なリス
ク対応を行うことになります。

表-1　リスクマネジメントの概観
リスクマネジメント

① リスクアセスメント
（Risk Assessment）

リスクの有無・被害の大き
さ・発生可能性・許容範囲
内かの分析

② リスク対応
（Risk Treatment） リスクに対し対策を実施

③ リスク受容
（Risk Acceptance）

リスク対策をしないことを
組織で意思決定

④ リスクコミュニケーション
（Risk Communication）

情報提供の為に関係者との
対話

（1）リスクアセスメント
リスクアセスメントとは、リスク対策を実施する前に、

リスクの有無（リスク特定）・被害の大きさ・発生可能性・
許容範囲内かどうかを分析するプロセス全体のことで
す。これには、リスク分析（Risk Analysis）とリスク
評価（Risk Evaluation）があります。

リスク分析は、リスク特定とリスク算定によりリスク
の大きさ（リスクレベル）を決定するプロセスです。主
な分析手法として、次のようなものがあります。なお、
分析を実施するだけで、評価（意味付け）は行いません。
Ø　ベースラインアプローチ（ISMSが推奨）
Ø　詳細アプローチ（JRMS2010）
Ø　組み合わせアプローチ
リスク評価（JIS Q 27000）では、リスク許容範囲内

かどうかを決定するために、リスク分析結果とリスク基
準とを照らし合わせ、分析結果の意味付けを行うプロセ

スです。リスク基準は、以下の3項目において受容可能
な数値を設定します。
Ø　 機密性（Confidentiality）：権限がある者だけが対

象の情報資産にアクセスできる
Ø　 完全性（Integrity）：情報資産の最新かつ正確さを

維持し改ざんさせないこと
Ø　 可用性（Availability）：必要なときに情報資産にア

クセスでき不可能がないこと、またはその指標
（2）リスク対応

リスク対応は、リスクアセスメントでリスク分析した
結果をリスク評価し対策を実施する（対策を講じること
でリスクを修正する）プロセスです。リスク対応には、
リスク回避・リスク低減・リスク共有・リスク保有の4
種類があります。優先順位や予算等から最適な対策を選
択することになります。

4種類のリスク対応を次の2つに分類することもありま
す。
Ø　リスクコントロール：リスク回避・リスク低減
Ø　リスクファイナンシング：リスク移転・リスク保有

（3）リスク受容
リスク受容は、リスクを認識し承知した上で、敢えて

リスクを受け入れることです。すなわち、リスク対策を
実施することを組織で意思決定することです。

上述したリスク保有は、リスクが特定されていないた
め結果的に残ったリスクを含め、全てのリスクについて対
策を見送ることで、また組織の意思決定ではありません。

（4）リスクコミュニケーション
リスクコミュニケーションとは、リスクに関する情報

提供のために、関係者と繰り返し行う対話のことです。
組織が、リスクの存在・特徴・起こりやすさ・重大性な
どを知ることに役立ちます。合意形成のひとつです。

3．さいごに
情報共有プラットフォームを介して、様々なデータを

連携するために、関係者間の責任分界を明らかにし、各
者が情報セキュリティを担保する必要があると考えま
す。情報セキュリティ管理は、組織全体で実施する情報
セキュリティ対策の取り組みです。中でもリスクマネジ
メントを確実に実施することが望まれます。

 （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMコーナー

BIM/CIMの動向（その61）
― 情報セキュリティ管理におけるリスクマネジメント ―
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中部地方センターは、愛知県、岐阜県、三重県、静岡
県及び長野県南信地域を担当し、「総合的な建設情報の
提供」と「建設プロセスに関する情報の利活用促進」を
通して地域支援を行っています。

■賛助会員との意見交換
令和2年度は、10月8日（木）に三重県の賛助会員9社（11

名）の皆様との意見交換会を開催しました。コロナ禍を
踏まえ、出席者の皆様には検温、手指消毒とマスク着用
にご協力をいただくとともに、席間の仕切り板設置等対
策を取りながらの開催となりました。

最初にJACIC理事より「BIM/CIMの推進による現場
の改革」について、JACICの最新の取り組みを含めた情
報提供を行い、続いて賛助助員の皆様よりi-Conに関す
る取り組みを中心に会社の現状やご意見・ご要望を発表
いただき、意見交換しました。（JACIC news No.378参照）

令和3年度は、岐阜県の賛助会員の皆様との意見交換
会を10月6日（水）に開催する予定です。
■教育機関におけるBIM/CIM講義

これからの建設分野を担う学生の皆様に対して、土木
分野のBIM/CIM活用状況や土木技術者のあり方につい
て、JACIC顧問による講義を実施しています。講義方式
は、開催時のコロナ禍の状況及び学校側のご要望を踏ま
え、いろいろな方式で対応しています。

【令和2年度】
6月17日名城大学（オンライン講義）、7月28日岐阜高専（オ
ンライン講義）、11月30日豊田高専（対面講義）、1月18
日名古屋工業大学（講義動画視聴）

【令和3年度（6月実施まで）】
4月28日 名城大学（講義動画視聴＋オンライン質疑）

■電子入札コアシステム
中部ブロックコアシステムユーザ会議について、例年

6〜7月に開催していますが、令和2年度はコロナ禍の状
況を踏まえ、資料回付及び質問回答する会議方式で開催
しました。令和3年度も同様な会議方式とし、次期ブラ
ウザ対応やコアシステム関連技術の動向等の情報提供を
含めて開催（8月4日〜8月27日）します。
■ 建設副産物情報交換システム・建設発生土情報交換シ

ステム
平成3年6月4日にオンライン開催された「中部地方建

設副産物対策部会・公共工事建設発生土対策部会」にオ
ブザーバ参加しました。部会ではシステム加入状況に関
する議事があり、本部（建設副産物情報センター）から

「建設副産物／建設発生土情報交換システム」の特徴、
メリットなどについて説明しました。
■建設技術フェアin中部への出展

令和2年度は、10月14日（水）、15日（木）に開催され、
出展者数216社・団体、のべ来場者数は2日間合計13,060
人（いずれも主催者発表）となり、JACICブースへも多
くの方にお立ち寄りいただきました。

JACICブースでは、スマホを活用したダム事業におけ
るBIM/CIMモデルや360°画像情報共有システムによる
現場画像を体験いただきました。また、15日はプレゼン
会場にてJACIC理事より「JACICクラウド〜現場の仕事
の仕方改革」について講演し、多くの方にご認識いただ
きました。（JACIC news No.378参照）

令和3年度は、10月13日（水）、14日（木）開催予定で
あり、JACICブースでは「JACICルームによるあらたな
マネジメント」を主に展示・紹介する予定です。皆様の
ご来場をお待ちしています。

 （中部地方センター長　澤頭芳博）

中部地方センターの活動
地方便り

JACICクラウドによる講義状況（2020/06/17）
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