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10月1日付けで「JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略」を

改訂しました。今回の改訂は、2点主なポイントがありま

す。1点は、DX時代だからこそ「人のコミュニケーション」

を活かすことの重要性を提案しています。もう1点は、五

月雨ですすめてきましたJACICクラウドのサービスを整

理し、基本サービスを明確化したことを記載しています。

真の生産性向上は、新現場力とコミュニケーショ
ン力から

DX時代の到来の中、新たなデジタル技術による新現

場力で現場における業務の変革がなされ、生産性の向上

が図られています。

AI技術の進歩や5Gなどの環境整備が進められて、今

後ますますDXが進んでいきます。著しく進展していく

デジタル技術に目を離せません。

ところで、生産性の向上はDXだけに依存しているの

でしょうか。DXで素晴らしいデジタル技術が脚光を浴

びれば浴びるほど、生産性は技術の問題だと思い込んで

いませんか。生産性の問題は、元々人の能力や人手の問

題から発生しています。人の能力や人手を技術がカバー

することから始まり、人のできないことも可能にしてき

ました。しかし、今も人は生産性の問題で重要な関わり

を持っています。それはコミュニケーションの問題です。

建設分野は、多数の関係者が関わっており、コミュニケー

ションの円滑化が大変重要な課題です。このため、デジ

タル技術を活かし、またデジタル技術の導入で産み出さ

れた人手と時間を活かして、コミュニケーション力を培

うことが真の生産性の向上に不可欠だと考えます。

そこで今回のチャレンジ戦略の改訂において、「i-Con

からDXへ」の提案として「新現場力の構築」に「コミュ

ニケーション力の向上」を加えました。

（チャレンジ戦略から抜粋）

「新現場力により、業務は効率化、高度化が図られ、現
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ニュースと解説
場技術者は新たな現場経験により技術力が向上し、生産

性の向上につながる。新現場力は、人手と時間を産み出

し、不足するリソースに充てることができるのみならず、

現場技術者の本質的な能力の向上に充てることができる。

生産性の向上を図るためには、技術面だけでなく、建設

業の特徴である多数の関係者間のコミュニケーションを

円滑に図ることが重要である。内部の業務関係者から外

部の住民等に至るまで多数の方々とのコミュニケーショ

ンが必要であり、コミュニケーション力は生産性に大き

な影響を及ぼす。このため、その向上は必須となる。特

に新現場力を用いることにより、新たなコミュニケーショ

ンの方法を確立するなど、コミュニケーション力を関係

者間で高められるように、産み出された人手と時間を充

てることも重要である。新現場力とコミュニケーション

力の両方が揃ってこそ真の生産性の向上を成就できる。」

コミュニケーションは、なかなか難しいものです。双

方の理解無くしてコミュニケーションは円滑化どころか

成り立ちません。感情に任せてコミュニケーションの断

絶などが生じれば、生産性の大変な低下につながり兼ね

ません。気を付けたいものです。

JACICクラウドの基本サービスを明確化

JACICクラウドは、4月からサービス提供を始めまし

た。公共調達プロセス関連では、コリンズ・テクリスを

JACICクラウドから利用できるようにしました。建設プ

ロセス関連では、ルーム機能（Web会議、ファイル共

有等）を提供しました。部分的なサービス提供を先行し

て行ってきました。今回、サービスの全体像を明確にし

て、新たな仕事の仕方に貢献し、協調領域として機能す

るICTプラットフォームとJACICからの公共調達プロセ

ス関連サービスの提供を基本サービスとしました。オプ

ションサービスとして、建設プロセス関連サービス等の

利用を可能にしました。様々な主体によるサービスとの

連携を図ることができます。

このため、現在提供しているルーム関連サービス等を

含めてサービス提供のあり方を整理し、来年度から新体

系でのサービス提供を図ります。

� （理事　尾澤卓思）

ICTプラットフォーム
利活用エリア：ルーム関連機能 ハブ機能

サービス系 環境構築系

関連する
外部システム

行政管理者の
内部システム

《JACICクラウドオプションサービス》

公共調達プロセス関連サービス

l必要な情報の検索・取得や利活用
l各種集計、シミュレーション

l システム間連携
l シングルサインオン・API等

発注者

受注者

利用者

《JACICクラウド基本サービス》

入札情報サービス(PPI)

ゲートウェイ
l認証・認可

建設プロセス関連サービス

Web会議

情報共有ASP

360°画像情報共有

リモートアクセス

仮想デスクトップ(PC)

データお預かりサービス

・・・

・・・

3Dビューア

3DCADソフト・
3Dモデル等

利用者権限管理　サービス・セキュリティ管理

積算システム

JACICNET 電子入札コア 副産物・
発生土システム コリンズ・テクリス 平準化データ

提供サービス

コリンズ・テクリス電子成果品検索
《検討中》

電子納品・
保管管理システム

オンライン
電子納品システム

カメラ・センサ等
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1．はじめに
先月号で、クラウドサービス（SaaS/�PaaS/�IaaS）の

概要をご紹介しました。クラウドサービスでは、データ
センターで管理された重要なデータをインターネットを
通じて利用することになります。即ちセキュリティに関
する懸念が増大することになります。
現在、提供されているクラウドサービスでは、その形
態に応じてサービス提供者としてセキュリティ対策を
行っていますが、サービス利用者も対策を講じる必要が
あります。
2．クラウドサービスの利用動向
クラウドサービスを一部でも利用している企業は、
64.7％（2019年）と年々増加してきており、クラウドサー
ビス（クラウドコンピューティング）が広く一般に浸透
してきているのが分かります。また、利用しているサー
ビスとして、「ファイル保管・データ共有」を目的とし
た割合が56.0％（2019年）と最も高いものとなっていま
す。また、建設業においては他産業に比べて利用率が高
い状況です（図-1参照）。
一方、クラウドサービスを利用していない理由として

「必要がない」45.7％（2019年）が最も多く、次いで「情

報漏洩などセキュリティに不安がある」31.8％（2019年）
となっています。
3．クラウドセキュリティ
クラウドサービスの提供形態により、利用者とクラウ
ド事業者の責任分界点が異なり「クラウド利用者が対策
するセキュリティ」と「クラウド事業者が対策するセキュ
リティ」に分かれます。各者で利用形態により対策を行
うことになります（表-1参照）。即ち、クラウド化した（ク
ラウドサービスを利用する）からと言って、クラウド利
用者がセキュリティ対策から全て解放されるわけでもな
く、逆に全てクラウド事業者に依存してしまう訳でもあ
りません。
クラウド利用者が対策するセキュリティの具体例は次
のとおりです。
①　SSLサーバ証明書やSSHにより通信データを暗号化
②　ワンタイムパスワードや強固なユーザ認証による厳
格なアクセス制御
③　セキュアなアプリケーション/OSの構築
④　データの保管場所の明確化および暗号化やバック
アップ対策
4．さいごに
クラウドサービスの活用にあたっては、サービスの特
徴を踏まえ、情報セキュリティ対策を講じることが必要
です。的確な対策を継続的に行うことにより、膨大で重
要な3次元データ等を共有するBIM/CIMの推進の一助に
なると考えます。これに関する関係者による協働が期待
されます。

参考資料
・令和2年度版情報通信白書（総務省）
・令和元年通信利用動向調査概要（総務省）

� （研究開発部　次長　徳重政志）

表-1　クラウドサービスにおける責任分界点
SaaS PaaS IaaS セキュリティ対策例

データ /コンテンツ ○ ○ ○ アクセス制御・データ暗号化

アプリケーション ◎ ○ ○ セキュアプログラミング・脆弱性診断

ミドルウェア ◎ ◎ ○ 脆弱性パッチ・権限設定

OS ◎ ◎ ○ /◎ 脆弱性パッチ・権限設定

ハードウェア /ネットワーク ◎ ◎ ◎ 物理セキュリティ・アクセス制御

サービス運用（データセンター） ◎ ◎ ◎ 物理セキュリティ・運用手順

○：クラウド利用者が対策するセキュリティ範囲
◎：クラウド事業者が対策するセキュリティ範囲

BIM/CIMの動向（その53）
― クラウドセキュリティ ―

BIM/CIMコーナー

図-1　産業別クラウドサービスの利用状況
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【第１部】JACICソリューション報告会（10：00～11：45）

理事
尾澤　卓思 JACIC の DXへの取り組み

ソリューション部門　計画監理部
部長　大澤　健治 JACIC クラウド活用報告

ソリューション部門　事業推進部
部長　桜井　力 防災に備える JACIC の対応

建設情報研究所
総括首席研究員　下山　泰志 建設分野における画像・映像情報の利活用の促進に向けて

システムエンジニアリング部
部長　高橋　忠 国土交通プラットフォームへの取り組みについて

【第２部】特別講演（13：00～14：50）

国土交通省�大臣官房�技術調査課
建設生産性向上推進官　廣瀬　健二郎

【特別講演】国土交通省におけるDX：デジタルトランスフォーメーションの推進に
ついて（仮題）

株式会社イエイリ・ラボ
代表取締役　家入　龍太 【特別講演】BIM/CIMとクラウドで i-Con は DXへと進化する

【第３部】第18回 JACIC研究助成事業成果報告会（15：00～17：00）

舞鶴工業高等専門学校　建設システム
工学科　教授　玉田　和也

【2年間の研究】市民協働型インフラ管理体制の構築に向けたインフラ観察システム
の開発

神戸大学　都市安全研究センター
教授　飯塚　敦

【中間報告】都市丸ごとシミュレーション技術の社会実装における都市データ利活用
カスタマイズに関する調査研究

京都大学大学院　工学研究科
助教　石塚　師也 【若手研究】変位測量情報高度化のための衛星 SAR時系列解析の活用に関する研究

東京大学大学院　工学系研究科
学術支援専門職員　松實　崇博

【1年間の研究】道路管理の効率化に向けたデータプラットフォームを活用したデー
タの利活用

京都大学防災研究所
准教授　西嶋　一欽 【1年間の研究】風洞と連動したハイブリッド型強風体験VRコンテンツの開発

東京大学大学院　工学系研究科
教授　小澤　一雅 【1年間の研究】3次元モデルを活用した許認可図書審査の自動化システム構築手法

東京大学大学院　工学系研究科
准教授　山下　淳

【1年間の研究】画像・音響信号マルチモーダル処理を用いたコンクリート構造物の
自動点検

※発表内容は変更になる場合があります。

JACIC からのお知らせ

JACICでは、i-Constructionの推進を支援するため、
「JACICʻi-Conʼチャレンジ戦略」を策定し2020年4月
より「JACICクラウド」の運用を開始しました。
また、インフラ分野のDX（デジタルトランスフォー
メーション）推進にも積極的に取り組んでいます。
この度、以下の３部構成で、JACICの活動に関する報
告会を開催する運びとなりました。
今年度の特別講演では、国土交通省建設生産性向上推
進官・廣瀬健二郎様、株式会社イエイリ・ラボ代表取締
役・家入龍太様よりご講演いただきます。

今回は、会場＋Webの同時開催となり、定員に限り
があります。なお申し込み開始はJACICホームページに
てお知らせします。
○日時：令和2年11月12日（木）10:00～17:00
○会場：TKP赤坂駅カンファレンスセンター13階
○定員：会場60名，Web受講100名
○JACICホームページより参加申込みをお願いします
○継続教育CPDポイント対象プログラムです
・土木学会（建設系CPD協議会）
・日本測量協会（測量系CPD協議会）

JACICソリューション報告会の開催案内

� （建設情報研究所　研究員　清水知子）
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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。

■　JACICクラウドのデモ
令和2年6月1日よりJACICクラウドのルーム機能が本
格運用されました。6月25日にi-Conモデル事務所の甲府
河川国道事務所でJACICクラウドのデモを行いました。
実際にJACIC本部に用意したルームを使い、以下の項
目を行いました。事務所のパソコンからもルームに入っ
てもらいました。
・Web会議
・ファイル共有（閲覧、追加、ダウンロード）
・画面共有（PDFデータ、3次元データ）
・スマホからWeb会議に参加
・360°カメラ画像の共有
　（画像の投稿、画像をWeb会議で共有）

事務所からは、JACICクラウドで仕事の仕方がどう変
わるのか（職員の仕事がどう軽減されるか）、JACICの
既存システム（コリンズ等）と連携して何ができるのか
とのご意見をいただきました。
JACICクラウドはツールであり、これを使い、どう建
設現場の生産性の向上に繋げていくかが重要です。その
ための新しい仕事の仕方を提案していきたいと思ってい
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、今年度は新コロナウイルス感染症の状況を踏
まえ、資料回付方式で開催しました。
新方式（脱Java）システムの移行状況や移行時の留意
事項、IE以外のブラウザ対応方針等の議題について、8
月5日に資料を送付し、8月28日まで質問を受けつけ、9
月11日に回答しました。

■　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）等JACIC運用システムの普及促進に努めて
います。

関東1都8県の加入状況（令和元年8月末現在、試用含む）

区分
コリンズ（JCIS 含む） テクリス コブリス
加入 未加入 加入 未加入 加入 未加入

都・県 9 0 9 0 8 1
政令市 5 0 5 0 4 1
市・区 208 22 102 128 114 116
町村 67 118 30 156 30 155

■　「建設技術展2020関東」に出展（予定）
令和元年度は、11月20日に開催された、関東地方整備
局主催の「建設技術フォーラム」に出展し、「JACICク
ラウド」などi-Constructionの推進を支援するための技
術を紹介しました。

令和2年度は、令和3年2月16日～17日に、日刊建設工
業新聞社主催の「建設技術展2020関東」として、規模を
拡大して開催される予定であり（200ブース程度出展、
来場者2万人を想定）、JACICでは、「JACICクラウド」
の紹介をする予定です。建設技術展にお越しの際はぜひ
お立ちよりください。

� （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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