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1．シェアリング・エコノミーの成長
近年グローバルに成長してきた新たなビジネスモデル
にシェアリング・エコノミーがあります。シェアリング・
エコノミーは、資産やスキルを提供したいという個人と
提供を受けたいという個人とをマッチングさせるもの
で、例えば、個人間で利用していないモノを共有するフ
リマアプリ、住宅の空き部屋等を宿泊場所として貸し出
す民泊サービスをはじめとしたホームシェア、シェアバ
イクサービスなどが行われています。シェアリング・エ
コノミーの国内市場規模は、2015年度に約285億円であっ
たものが、2020年度までに600億円まで拡大するという
予測もあります。

このようなシェアリング・エコノミーの拡大の背景に
は、必ずしもモノを所有しなくても利用できれば良いと
考える社会的なニーズと、特定の時間や場所で需要と供
給をマッチングさせることを極めて低コストで可能とす
るデジタル技術の進化・普及があると考えられています。
デジタル技術の進化・普及により、今日では様々なサー
ビスがネットワークを通じて連携し、ユーザー毎に最適
なサービスの組み合わせが提供できるようになってきま
した。このような時代においては、顧客が求めているモ
ノは何かをしっかり把握して、進化するデジタル技術を

駆使して効率的に提供する仕組みを作っていくことが重
要な課題になると思われます。

2．サービス・ドミナント・ロジックの視点
上述のような最近のビジネスモデルを説明するマーケ
ティングの視点としてサービス・ドミナント・ロジック
（以下、「SDL」という。）があります。従来は、提供者
が生み出したモノを顧客が消費すると捉え、その交換価
値を重視するグッズ・ドミナント・ロジック（以下、
「GDL」という。）が支配的でした。これに対して、SDL
では、市場の取引主体に共通する目的は、サービスとサー
ビスの交換及び資源統合を通じた価値共創であると考え
ます。SDLにおいてサービスとサービスの交換で示され
る例として、漁師と農家が魚と小麦を交換する事例が示
されます。そこで交換されているものは、魚と小麦とい
うグッズではなく、魚を捕獲するためのスキルや能力と
小麦を栽培し収穫するためのスキルや能力であると考え
ます。ここでのサービスとは、「他者あるいは自身のベ
ネフィットのためにコンピタンス（知識とスキル）を適
用すること」と定義されています。注意すべきは、有形
財であるグッズと対比される無形財（一般的にサービス
と呼ばれているもの）を意味しているわけではないこと
です。SDLは、モノ中心の視点よりも、サービス中心の
視点で交換プロセスや価値創造を説明するほうが、今日
の市場をより的確に捉えることができるとの考えから有
形財（グッズ）と無形財（一般的にサービスとよばれて
いるもの）に共通する「知識とスキル」によって交換と
価値創造を説明しようとしたものとされています。
次に価値創造に関しては、市場で提供されるすべての
グッズやサービスなどの価値提案は、利用した取引主体
それぞれによって価値が独自に経験され判断されると考
えます。この考えは、近年広がりを見せる経験価値（製
品やサービスそのものの持つ物質的・金銭的な価値では
なく、個々の利用者がその利用経験を通じて得られる効
果や感動、満足感といった心理的・感覚的な価値）が重
要であるとの考え方にも繋がるものと思われます。この
考え方によれば、価値は提供者と顧客の相互作用を通じ
て創造されるものであって、使用価値・文脈価値を重視

サービスイノベーション
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図－1　�シェアリング・エコノミーの国内市場規模推移
と予測

（出典：参考文献1）

（出典）矢野経済研究所「シェアリングエコノミー（共有経済）市場に関する調査」
� （2016年7月19日発表）
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するということになります。なお、個々の顧客ごとに経
験価値を探索してそれを高めるモノ・サービスを提供す
ることは難しいと考えられていましたが、近年のデジタ
ル技術の進化・普及により、ビジネス展開が広がってい
ると考えられます。SDLにより、従来の見方では上手く
説明できなかったことで比較的容易に説明できる例が増
加しています。近年の「製造業のサービス化」、すなわ
ち製造業者が製品を販売するのではなく、顧客が購入し
て実現したかったニーズまで遡り、ICTを活用すること
でより高度な解決策を提供するビジネスモデルもその一
つと考えられます。例えば、航空機エンジンを製造する
ロールス・ロイス社は航空機エンジン出力の利用時間に
応じた課金を行うとともにエンジン出力供給を維持する
ためのサポートサービスを提供しています。エンジンと
いうモノを販売するのではなく、エンジンの良好なパ
フォーマンスというサービスを販売していると考えられ
ます。ここでも、ICTの活用がこれを可能にしています。
例えば、納入したグッズ（エンジン）にセンサーを装備
し、その状態を製造企業が遠隔管理するとともに、顧客
とのコミュニケーション基盤をつくることで、顧客の使
用価値を高める可能性を十分に拡大しています。

3．ICT活用によるサービスイノベーションに向けて
SDLの視点からすると、新たなビジネスモデルを考え
る上では、使用価値・文脈価値を高めるための顧客との
価値共創の仕組みをいかに創っていくかをまず考えて、
次にそれを実現するためにデジタル技術をどのように活
用するかを考えることが重要になっています。現在、様々
なサービスが単一のプラットフォームで展開されるよう

になっており、IoT、ビッグデータ、AIなどの新たな要
素技術も日々進歩して新たな価値創造の可能性はますま
す広がりを見せています。SDLの視点に立つと、最近の
デジタル技術の進化・普及で新たなビジネスモデルが登
場することは、様々な仕組み・制度のなかから、「いい
とこ取り」をすることによって、新たなサービスの仕組
みを創り出すことと説明されています。例えば、ライド
シェアサービスの例では、①一般的に受け入れられてい
る既存の交通システムの利用、②シェアリング・エコノ
ミーの利用、③スマートフォンでの通信とデータ交換、
④電子商取引利用と利用者評価、⑤走行距離に応じた利
用料金や、指定した場所での乗降、⑥スマートフォンで
のアプリ利用、といった複数の仕組みを重ね合わせ、さ
まざまな「いいとこ取り」の結果、新たなビジネスモデ
ルが生まれていると考えるのです。すなわち、デジタル
技術の進化・普及で新たな仕組みが次々と生まれ、それ
らの組み合わせでまた新たな仕組みをつくることで、イ
ノベーションが加速していると考えます。
生産性向上のための最適なサービスを実現するよう
に、ICT技術をどのように組み合わせて活用していくか
が、知恵の見せ所ではないでしょうか。
� （コリンズ・テクリスセンター長　杉原　直樹）

【参考文献】
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図－２　GDLとSDLの比較
（出典：参考文献２）
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地方建設副産物対策連絡協議会への参加報告
JACIC便り

■はじめに

JACIC建設副産物情報センターでは、H28年度に引き

続き、H29年度も12月から2月にかけて、下表に示す地

方建設副産物対策連絡協議会にオブザーバーとして参加

し、当センターが運営する「建設副産物情報交換システ

ム（COBRIS）」について、システムの機能、利用料金

等をご紹介し、利用拡大に向けて、関係機関の担当者の

方々にPRさせていただきました。その概要をここに報

告します。

参加した地方建設副産物対策連絡協議会
日　程 地方 参加した会議
H29/12/21 四国 協議会の行政機関等担当者会
H30/� 1/23 中国 委員会の担当者会議
H30/� 2/16 九州 協議会の実務担当者会議
H30/� 2/22 中部 協議会の合同部会

■地方建設副産物対策連絡協議会

地方建設副産物対策連絡協議会は、建設副産物の有効

利用及び再利用等を促進し、建設事業の円滑な推進を図

るために、必要な情報の収集・交換を行うことを目的と

して、全国の各地方ブロックに設置されおり、各地方整

備局等が事務局を務め、農水省等他省地方機関、都道府

県・政令市、関係特殊法人等、民間公益企業、建設関係

業界団体等が構成員となっています。

■参加概要

参加した地方連絡協議会の会議では、H30年度建設副

産物実態調査（センサス）、建設リサイクル法第11条通

知手続き電子化の試行、H29年度末でのCREDAS廃止等

が議題に挙がっていました。COBRISはこれら議題と密

接に関係することから、特にこれまでCOBRISを利用し

たことのない方々にCOBRISがどのようなものか知って

もらい、少しでも多くの機関に利用していただけるよう、

システムの概要・特長、主な機能・操作方法、CREDAS

との関係、H30年度からの利用料金に関するキャンペー

ン等についてご説明、資料配布を行いました。

質疑の時間では、参加者の方々から、自治体情報シス

テム強靭化に伴う影響、CREDASファイルのCOBRIS登

録、COBRISの検索・集計機能等、様々なご意見ご要望

を伺うとともに、ご質問にお答えすることができ、大変

有意義な機会となりました。

■おわりに

当センターでは、この他にも、ご要望に応じて個別に

説明に伺ったり、3月以降、建設リサイクル法第11条通

知手続き電子化の試行の参加者を対象とした地方での説

明会に参加したりし、COBRISについてご理解を得られ

るよう努めています。

今後ともできるだけ各地に出向き、ユーザーの方々と

のコミュニケーションを大事にし、COBRISの利用拡大、

より有用なサービスの提供等につなげて参りたいと考え

ています。

� （建設副産物情報センター長　森�勝彦）

写真-1　九州での会議の様子

写真-2　中部での会議の様子
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JACICnews「NO.344」（2018.1月号）にて案内しまし
た平成29年度JACIC研究発表会テーマ報告の2回目です。
詳細はJACICのHPに掲載しています。

1．研究の背景と目的
コリンズ・テクリスは、国、地方自治体等の公共機関
が発注した工事や設計業務等の実績について、受注企業
が登録可能なJACICが保有するデータベースシステムで
す。保有するデータは、公共事業発注の「透明性の確保」、
「適正な品質の確保」等の実現を支援すべく、企業や技術
者の技術力評価等、企業を適切に選定するためのツール
として、発注機関向けに実績データの提供をしています。
約35万件/年（約
1,000件/日）のデー
タが登録され、その
登録作業等に当たり、
多いときには、専用
のヘルプデスクに、
約750件/日の問合せ
が寄せられます。このため、オペレータ業務の作業負担
軽減、業務の効率化等を実現すべくAI（Artificial�
Intelligence）の適用が可能か検討したものです。

2．強いAIと弱いAI
AIには、「強いAI」、「弱いAI」という分類があります。
通常我々がイメージするのは強いAIです。人間のよう
に思考し意思を持つもので、ドラえもん、ターミネーター
などです。ただ、話題となっているものは、弱いAIです。
これは、人間が定めたルール（学習が必要）に従って動
くもので、機械や装
置が意思をもってい
るわけではありませ
ん。将棋やチェスを
するもの、お掃除ロ
ボット、機械学習、
ディープラーニング
等です。

3．電話オペレータ業務へのAI適用モデルの例
AIを適用するに当たって、オペレータ業務のモデル
の想定を行いました。音声認識（電話の会話を認識サー
バで自動的に文字化）、自動要約（文字化した文章を意
味ある「問い」に要約）、応対管理（「問い」に対し適切
な「回答」を導き出す）が一連の流れとなります。音声
認識は、技術が進み概ね実現できていること、自動要約
はまだ技術進歩が途上でかなり困難であることから、今

回は、応対管理に対応するAI対話データベース（図紫
部分）の構築を試みました。

4．AI対話データベースの構築
AI対話データベースの構築に当たっては、AI技術の
一つである「機械学習（SVM法）」および「自然言語処理」
を用いました。
今回の検討では、AI対話データベースに、コリンズ・
テクリスのQ＆Aのアクセス件数の約8割を占める約160
種類の「問い」とそれらの約2,000の同意味の「言い回し」、
また、建設関係の「専門用語」、「類義語」を学習させま
した。性能の評価は、「未学習の問い」に対し、適切な「回
答」を導き出すことができたか（正答率）で評価を行い
ました。「問い」と「回答」はセットになっており、「問
い」が特定できれば「回答」の特定は可能として整理し
ました。

5．今回分かったこと
AI対話データベースの性能が良くなるよう、学習デー
タ数を増やし、学習データの修正等のチューニングを
行った結果、当初約5割の正答率が約7割まで上昇しまし
た。ただ、オペレータ業務にAIを適用するには以下の
課題が浮き上がりました。
l　学習のための膨大な事前のデータ作りが必要
l　画面を見ながら説明する問合せ対応には不向き
l　�長い会話に対応するには、AI（要約技術）の進歩
が必要
一方、以下について利用の可能性があると考えます。
l　�オペレータの能力向上、継承のための学習用ツール
としての利用

l　応対履歴情報の自動蓄積・見える化
JACICとしては、顧客満足度向上にむけ、今後とも
AIの技術進歩を見つつ、その可能性について模索して
いきたいと考えています。
（建設情報研究所首席研究員
� コリンズ・テクリスセンター次長　藤本幸司）

JACIC研究発表会
「コリンズ・テクリスセンターの問合せ対応へのAI技術の適用」の概要

JACIC便り
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シビルコンサルティングマネージャ（RCCM）の資格

制度が創設されて、今年度で28年目となりました。

JACICでは講座テキストについて、建設コンサルタン

ト業務の技術管理に関する最近の動向・課題・施策及び

RCCMの資格制度の趣旨・概要・想定問題等を取り入れ、

建設コンサルタント等業務に携わる専門家11名で構成さ

れた「業務管理技術研究会」において、最新情報を提供

するため毎年編集・更新しています。

また、昨年度は「Web講習会」を試行的に2ヶ月間実

施し、これまでの会場方式の講習会とWeb講習会を受

講された方からのご意見を踏まえ、今年度より名称も

「RCCM資格試験Web講座」としてWeb方式に全面的に

移行し実施することと致しました。

Web講座の内容については、①建設コンサルタント

業務とその管理、②資格制度の概要と建設コンサルタン

トの課題、③RCCM資格試験受験準備等についてとりま

とめた講座テキストを基に、音声により解説したものを

webに流して受講して頂くことを予定しています。

Web講座を希望される方は、受付期間開始の7月以降

JACICホームページから申込フォームに必要事項を入力

していただき、受講料の払い込みを確認した後にJACIC

より講座テキスト等の郵送及びID、パスワードをメー

ルにて送付します。Web講座受講は9月からを予定して

おり、送付を受けたID・パスワードによりWeb講座に

アクセスして受講していただきます。

＜CPDポイント＞

Web講座受講者の方には、下記のCPDポイントを証

明する予定です。

1）�「測量CPDポイント」（測量系CPD協議会）：4ポイン

トを予定

2）�「設計CPDポイント」（一般社団法人　全国測量設計

業協会連合会）：4ポイントを予定

JACICでは、RCCM資格試験を予定されている皆様の

本Web講座の受講を心よりお待ちしております。

� （経営企画部　参事　八子康幸）

JACIC便り

ＲＣＣＭ資格試験Web講座について
―今年度から全面的にWeb方式に移行します―
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1．はじめに
国土交通省では、建設産業の生産性向上、全体最適化
を目的に本格的にCIMを平成29年度から導入しつつあり
ます。CIM導入においては、平成28年度に「CIM導入推
進委員会」を組織し、本推進委員会にて、国土交通省が
進めるi-Constructionにおけるトップランナー施策であ
るICTの全面的な活用にCIMを用いて推進するため、関
係団体が一体となりCIMの導入推進及び普及に関する目
標や方針について検討を行い、具体的な方策について意
思決定されています。
今回は、本年3月6日に開催された第5回CIM導入推進
委員会での審議内容の概要を紹介します。

2．ガイドライン・要領基準等の整備
今年度、新たな体制となったガイドライン・要領基準
改定WGにより検討された下記について審議されまし
た。
（1）3次元モデルの表記標準（案）
本標準（案）は、以下の目的で「共通編」「土工編（道
路土工、河川土工）」「構造編（橋梁上部工（鋼橋、PC橋）、
下部工）」が新規に整備されました。
l�情報の統合化・一元管理による事業の効率化や設
計・施工間での円滑な受け渡し、2次元図面とCIM
モデルの二重納品の解消、契約図書への活用

（2）土木工事数量算出要領（案）
現在運用されている本要領（案）では、3次元モデル
から算出された数量の取扱いについての記載が不十分で
あることが現状です。今回の改定は、3次元モデルを扱
うソフトウェアの数量算出機能を用いて算出した数量を
積算に活用できるようにしたものです。
改定の対象は「土構造」「コンクリート構造」「鋼構造」
における58工種です。
（3）CIM導入ガイドライン（案）
本ガイドライン（案）は、表－1に示すような改定が
行われました。

3．�発注者向けCIM研修、CIMライブラリー構築に向け
た検討
今年度、新たな体制となった実施体制検討WGにより
検討された以下について審議されました。
（1）発注者向けCIM研修
CIMの導入に必要な事業マネジメントの基礎を学び、
CIMモデル構築に必要な知識について実機を用いて習得
することで受発注者間の良好なコミュニケーションを実
現するため、発注者向け研修を実施することになりまし
た。
（2）CIMライブラリーの構築
各機関等と相互に連携・調整し、海外事例も参考とし
ながら、国内のおけるCIMライブラリー構築に向けた検
討を行い、2020年度から運用を目指すこととしています。

4．国際標準化に対する検討体制
今年度、新たな体制となった国際標準対応WGにより
検討された以下について審議されました。
lBIM/CIMに関する国際動向の把握・共有
l国内のCIMにおけるデータ交換標準の策定

表ー1　CIM導入ガイドライン（案）の改定概要
項目 改定の概要
設備関係
の拡充

・�機械設備（水門設備）に係る内容を追加
・�電気通信設備に関して、箱抜きの点群デー
タを例として、データの取得方法及び取
得時期、本体工事とのデータ連係による
生産性向上について記載

地質・土質調
査関係の拡充

・�ボーリングモデルについて、標準的な構
成例を追加

・�3 次元地盤モデルについて、モデルの作成
手順、作成・納品時の留意事項について
追加

その他 ・�工場製作におけるデータ連係の検証事例
を追加

・�ICT舗装工に関する章を追加
・�維持管理段階での活用事例を追加
・�属性情報の 3 次元モデル直接付与範囲の
拡大

・�ガイドラインの構成を変更（事例の分離）

5．おわりに
JACICは、今後もCIMの普及・定着に先導的・中心的
役割を継続的に果たしていきますので、多くの関係者の
方々のご指導・ご支援をお願いいたします。

� （研究開発部　次長　徳重政志）

CIMの動向（その27）
―第5回CIM導入推進委員会が開催されました―

CIMコーナー

写真　第5回CIM導入推進委員会開催状況
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東北地方センターがJACIC本部の方々と共同で、平成
29年6月以降、表－1に示しますような活動をしておりま
す。ここでは、実施済みの「平成29年度ICT技術（災害）
研修」「平成29年度CIM導入研修会」及び「CIM勉強会
in盛岡」についてと、今年度の活動予定の概要を報告し
ます。

■平成29年度ICT技術（災害）研修
◇�平成29年6月22日（木）、秋田県県土整備部主催の研修
（受講者33名）に、JACICから講師2名を派遣し、
Photog-CADの講習を行いました。

■「平成29年度CIM導入研修会」
◇平成29年6月29日（木）、（一社）東北測量設計協会主催
の研修会（受講者171名）に、JACICから講師3名を派遣
し、①CIMとi-Construction、②Photg-CAD、③CIM導入
ガイドラインについて講習を行いました。

■CIM勉強会in盛岡
◇平成29年6月29日（木）、JACIC賛助会員の（株）吉田
測量設計様の依頼を受けてCIM勉強会（受講者29名）に、
JACICから5名が参加し、①CIMの動向と今後の展開、
②CIMを学ぶⅠ〜Ⅲのポイントについて講習を行いまし
た。

■平成30年度活動予定の概要
◇平成30年6月6〜7日、夢メッセみやぎにおいて開催予
定の「EE東北’18」に、①Photg-CAD、②CIM、③建設
副産物・発生土交換システムを出展します。
◇仙台市において開催しておりましたRCCM資格試験受
検準備講習会は、WEB化になりますので、6月以降に
JACICホームページをご覧ください。
◆◆　皆様が講習会・研修会を企画した場合、CIM等の
講師を派遣しておりますので、ご希望の方は、東北地方
センターに、是非、お問い合せください。
� （東北地方センター長　葛西敏彦）
� E-mail：tohoku@jacic.or.jp

東北地方センターの活動報告
地方便り

表－1　昨年6月以降の活動結果と今後の活動予定

写真-1　現場での写真撮影指導の様子

写真-2　「CIM導入研修会」の様子

写真-3　「CIM勉強会in盛岡」の様子
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JACICは、国際協力機構JICAからの依頼により、平
成30年2月28日（水）にベトナムからの研修員15名を受
け入れ、技術研修に協力しました。

1．研修の概要
本研修は、「国際協力機構（JICA）の技術協力プロジェ
クト」で「建設事業における積算管理、契約管理及び品
質・安全管理能力向上プロジェクト」というものです。
平成30年2月21日〜3月3日までの11日間、ベトナム社会
主義共和国から研修員が来日し、日本国内の多くの機関
の協力を得て研修を受けるものです。研修の目的は、日
本の公共土木工事における法制度、具体的な運用・実施
状況を学ぶというもので、JACICは、昨年に引き続き「公
共事業発注に係る情報システム」というテーマで依頼を
受け、次のプログラムで研修を実施しました。

〜プログラム〜
1．�ベトナム団長　ファン・カイン・トゥアン局長
挨拶

2．JACIC青木理事の歓迎挨拶
3．講義
　　1）JACICの公共事業発注に係る情報システム
　　　 　講師：経営企画部長　木下　章
　　2）コリンズ・テクリス
　　　 　講師：�コリンズテクリスセンター長�

杉原直樹
4．質疑応答
5．�研修員副団長　ファン・ヴァン・カイン氏の挨拶
6．JACIC小出審議役（国際G長）の挨拶

講義の内容は、2人の講師が逐語通訳にて、それぞれ
30分及び1時間の講義をした後に、質疑を受けましたが、
大変熱心な質問を多く受けました。

2．研修員の構成
来日した研修員はベトナム国建設省の国際協力局トゥ
アン局長を団長とした15名の団体で、ベトナム建設省の
中から国際協力局のほか、建設経済局、建設工事管理庁、

建設経済研究所、建設・都市幹部育成センターなどから
の代表で構成されていました。
研修員15名の他、同行者としてJICAの専門家である
高田昇一氏とベトナム語－日本語の通訳2名の合計18名
がJACICに来所しました。

3．ベトナムにおける業者登録のシステム
ベトナムでは公共の建設工事に参入するためには、統
一的な「業者登録システム」に登録することが義務付け
されているとのことでしたが、その運用に色々と問題を
抱えているとのことでした。そのため質疑ではシステム
運用に関する非常に具体的な質問が多く出され、コリン
ズ・テクリスに対して強い関心が示されました。
また、ベトナムでは現在積算管理システムの開発を進
めており、材料単価や歩掛かりなどのデータを収集して
いるとの話もありました。

4．おわりに
JACICはこれまで昨年・一昨年も同様にベトナムの研
修団を受け入れて来ました。毎年女性担当官が多いのが
特徴的ですが、日本の公共事業執行に対して高い関心を
持っている様子が伺えます。今後とも要請があれば、出
来る限りの協力をしていきたいと思います。

� （国際グループ副リーダー　河内　康）

JICAの活動に協力　〜ベトナムからの研修員〜

団長のトゥアン氏

JACICの講師2人

研修後の集合写真

JACIC通信

http://www.jacic.or.jp/inquiry/index.html
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