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最近のIT関連の雑誌等では、「クラウドサービス」に関連
する記事や広告を多く目にします。

自社運用であるオンプレミスの時代が終わり、クラウド化
に向けて突き進んでいるようにも感じられます。

また、高いセキュリティの確保を求められる銀行においても
クラウド化に舵を切りつつあるような記事を多く目にします。

本稿では、クラウドサービスに関連する用語等について簡
単に説明するとともに、企業のクラウドサービスの利用状況
を確認しつつ、クラウド化に対する現状の課題について述べ
て行きたいと考えています。

本稿は、総務省の「通信利用動向調査報告書」および経済
産業省の「平成29年度我が国におけるデータ駆動型社会に
おける基盤整備 調査報告書（平成30年3月）」等のデータを
用いて整理しています。
1．クラウドサービスとは？

これからの情報システムの利用方法は、オンプレミス→
データセンター（ハウジングサービス）の利用→クラウド化
に向かっているように見えます。

しかし、各情報システムの用途や目的によっては、オンプ
レミスで利用しているシステムが残っているのも事実です。

まずは、簡単に、関連する用語の説明をしながらどのよう
なサービスが提供されているかを述べます。

オンプレミスとは、自社運用とも言われ、サーバやソフト
ウェアなどの情報システムを企業が管理する施設内に設置
し、運用することを指します。

データセンター（IDC）とはコンピューター機器などのIT
機器を設置・管理・運営する物理的な施設を指します。

データセンターが提供するサービスを表-1に示します。
表-1　データセンターが提供するサービス

サービス名 内容

ハウジング
サービス

利用者は、サーバーやネットワーク機器一
式をデータセンターに預け、自社で運用
事業者は場所と回線などの環境を提供

マネージド
サービス

利用者は、自社機材をデータセンターに預
ける。
事業者は、セキュリティ設定やネットワー
クの最適化、Web ／メールサーバーの運用
などを行う

ホスティング
サービス

利用者は、事業者が用意するサーバー領域
をレンタルする。事業者は、利用者のウェ
ブサービス等を運用する

クラウドサービスとは、事業者が所有するITリソースを、ネッ
トワーク経由で必要な分だけ利用するサービスを指します。

クラウドの利用サービスには、プライベートクラウドとパ
ブリッククラウドに分かれ、プライベートクラウドとは一企
業のためだけに構築しクラウド環境を提供するサービスです。

パブリッククラウドとは、クラウド環境を、企業や組織を
はじめとした不特定多数のユーザにインターネットを通じて
提供するサービスです。

クラウドサービスは、図-1に示す利用形態により、SaaS、
PaaS、IaaSの3種類に大きく分類されます。

2．クラウドサービスの利用状況
企業へのアンケート結果より、H22年度〜H29年度のクラ

ウドサービス利用率を表-2に示します。H29年度の全体およ
び一部事業でクラウドサービスを利用して企業は約6割であ
り、H22年度の4倍にまで成長しています。

また、今後利用する予定の企業を含めると7割の企業がク
ラウドサービスを利用することになり、確実にクラウド利用
が進んでいます。
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「通信利用動向調査」（総務省）より

表-2　クラウドサービスの利用率の経年変化

因みに、第3回「クラウドの戦略的活用」や「ITを活用し
た金融の高度化に関するワークショップ（第3期）」（日本銀行）
によると、銀行システムのクラウド化の状況は、金融機関の
業務全体でのクラウド導入はH29年度で44％と進んでいるも
のの、勘定系システム（銀行の勘定処理を実行する業務シス
テム）を含む基幹系システムへの導入は8％と進んでいませ
ん。セキュリティの確保が第一である基幹系システムはオン
プレミスで構築したまま、コストや時間の節約が重要な新規
事業用のシステムをパブリッククラウド上で構築する等の使
い分けがなされているようです。

サービス利用している企業の利用形態別に整理した結果を

ニュースと解説
「企業における最近のクラウドサービスの利用状況について」

（出典）総務省「ICTの新たな潮流に関する調査の請負」
図-1　�クラウドサービスの3つのサービス内容と3つの

利用形態
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表-3に示します。SaaSの利用は8割と多く利用されており、
SaaSサービスは、全企業の約半数（＝57％×80％＝46％）の
企業が利用していることになります。

PaaSおよびIaaSでの利用は年々増加傾向にあり、H22年度
と比べそれぞれ1.8倍、2.3倍と大きく成長しています。
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表-3　クラウドサービスの利用形態

表-4のクラウドでの利用サービスを見ると、半数近くの企
業は、「ファイル保管・データ共有」や「サーバ利用」、「電
子メール」に利用しています。
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表-4　利用している主なクラウドサービス

「平成 29 年通信利用動向調査」（総務省）より

表-5に示すクラウドサービスを利用する理由としては、「資
産・保守体制を持たない」ことが第1位となっています。こ
れは、システムの運用管理が容易になることを言っていると
すれば、運用管理面での優位性を理由とする項目が多く挙
がっています。「コストが安い」の順位が第8位になっている
のは意外な結果であり、コスト面での優位性を感じている企
業が比較的少ないようです。
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表-5　クラウドサービスを利用している理由

「平成 29 年通信利用動向調査」（総務省）より

3．クラウドサービスの利用における課題
サービスの導入の有無に関係なく全企業に対し、クラウド

サービスの導入・利用上の課題について回答をまとめたもの
を表-6に示します。

H28年度の結果では、「トータルコストが高い」を挙げた
企業の割合が36％と最も高く、次いで「重要データを社外に
出せない」、「システムの信頼性・安全性が不十分」の順になっ
ています。

特に、「トータルコストが高い」は、前年度と比べれば減少
しているものの、過年度から比較すると必ずしも減少傾向では
なく気になる点です。今後の傾向を見極める必要があります。
「重要データを社外に出せない」、「システムの信頼性・安

全性が不十分」の課題は減少傾向にあり、セキュリティに対

する不安は解消されつつあるものと考えます。
また、「カスタマイズの自由度」や「既存システムとの連携」

の課題も解消されつつあります。
課題には挙がっていませんが、運用面での課題と成りうる「障

害やトラブル時の責任分界」や「障害状況が把握できない」に
ついても、改善されてきているのかどうか興味があるところです。
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表-6　クラウドサービスの導入・利用上の課題

平成 29 年度我が国におけるデータ駆動型社会における基盤整備 調
査報告書（経済産業省）より 
クラウドサービスに関する規格としては、日本からISOに

提案し国際規格となった「ISO/IEC 27017」があり、これは、
経済産業省による「クラウドサービス利用のための情報セ
キュリティマネジメントガイドライン」をもとに規格化され
ています。クラウド事業者と利用者がそれぞれの責任で実施
すべきセキュリティ対策や、事業者が利用者のセキュリティ
対策を支援するために実施すべき情報・機能提供の要件など
も規定されています。すでに多くのクラウドサービス事業者
は、ISO/IEC 27017に基づく認証を取得しています。

認証を取得した事業者を選定すれば利用者側のセキュリ
ティが自動的に確保されるというわけではなく、クラウド上
のセキュリティは、利用者と事業者の共同作業の結果として
得られるものです。

また、利用者側の基準としては、サイバーセキュリティ戦
略本部より「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統
一基準（平成30年度版）」があります。
「4.1.4 クラウドサービスの利用」の遵守事項としては以下

の内容が記載されています。
Ø �取り扱う情報の格付や取扱制限に応じクラウドに預託する

ことの可否を判断
Ø  取り扱う情報は、国内法以外の法令が適用されるリスクを

評価
Øサービスの中断・終了時のデータ移行手段を確保
Ø  情報流通経路全般のセキュリティを確保するようセキュリ

ティ要件を定める
Ø  サービスの委託先に対する信頼性を総合的・客観的に評価

各基準等でも示されているように、クラウド利用者は、サー
ビス事業者の信頼性を慎重に精査した上で、クラウドに預け
る業務システムやデータに対するセキュリティ等に関する自
社の情報ガバナンスを確立しておくことが重要と考えます。

クラウドサービスの利用メリットとして、一般に「初期コス
トの削減」「すぐに利用できる」「運用保守の人件費削減」を
挙げられますが、運用費用等を含めたトータルコストや必要
とするセキュリティの確保、日常およびトラブル時の運用体制
等を総合的に評価しサービス利用を決定する必要があります。

特に、重要な業務システムやデータを預ける場合には、オ
ンプレミスと比較し、より高度なリスクマネジメントが求め
られます。

本稿では、クラウドサービスの利用状況や課題等を見てき
ましたが、今後、クラウドサービスの利用を検討する際に一
助となれば幸いです。

（システムエンジニアリング部長　高橋　忠）

ニュースと解説
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1．はじめに
中部地方センターでは、ユーザーの皆様からJACICが

実施する事業に対するご意見・ご要望を伺い、建設情報
共有のためのより良い環境整備を推進することを目的と
して、平成28年度より賛助会員の皆様との意見交換会に
取り組んでいます。昨年度までに、愛知、岐阜、三重各
県の賛助会員の皆様との意見交換会を実施し、今年度は
静岡県の賛助会員の皆様との意見交換会を実施しました。

2．開催状況
○日時：平成30年10月11日（木）11：30〜14：00
○場所：静岡市（静岡第一ホテル）
○参加者

・賛助会員：9者（17名）
・JACIC：4名

3．意見交換会の内容
意見交換会は、第1部としてJACIC尾澤理事より建設

情報に関する最新情報を提供し、その内容についての意
見交換、第2部として事前に賛助会員の皆様からいただ
いたJACICへのご意見・ご要望に回答し、その内容につ
いて意見交換、という2部構成で実施しました。

■第1部
「i-Constructionの推進に係るJACICの取組み」と題

し、①国交省が推進するBIM／CIM導入に関するこれま
での取組みと今後の動向　②JACICが2020年を目途に実
施する、クラウド構築をはじめとした「‘i-Con’チャレン
ジ戦略」等について説明をしました。

その後、i-Constructionの推進について、賛助会員の
皆様の取組み状況や課題等について意見交換をしまし
た。皆様からは「現状では、発注者要求や職員の技術力
等が異なるため、取組みは受注後に考えている。」「地域
間で発注量が異なり、取組みに差が生じている。会社間
で技術力の格差が発生することを懸念している。」「建築
でBIMを活用しているが、一部職員での実施が現状であ
る。今後は人材育成がポイントと考える。発注者も含め、
人材育成の環境づくりが必要である。」「導入・推進には
投資が必要なため、現時点では関連業務すべてを外注す
る工事業者もいる。その内の一部でも良いので自社内で
の実施を促すことが必要である。」「推進する方向性は理
解できる一方で、若手技術者の現場経験不足となること
を懸念している。」「建設コンサルタントはドローン導入
を進めたが活用業務の発注が少なく、業界として今後が
見通せない。一方、工事現場での出番があることも想定
している。」「現場で若手職員を中心に勉強・取組みを進

めているが、施工管理等本来業務との棲み分けに苦慮し
ている。今後、施工業者と建設コンサルタント業者との
連携による取組みも考えられる。」「生き残るために企業
も努力するが、市町を含めた発注者の理解を進めること
も必要である。」「測量や土工にメリットを確認している
が、関連業務の丸投げは避けるべきと考える。今後取組
みが進み、現場の負担軽減に繋がることに期待してい
る。」など貴重なご意見をいただきました。

JACICは、今後も、i-Construction推進に向けた社内
環境整備に資する情報提供など、賛助会員を始めユー
ザーの皆様の支援を進めて参ります。

賛助会員の皆様との意見交換の様子

■第2部
意見交換会開催にあたり、事前に賛助会員の皆様から

いただいた主なJACICへのご意見・ご要望は、次のとお
りでした。

項目 内容

コリンズ
テクリス

使い勝手の改善（登録工種の増加 等）
発注者への確認作業改善（確認作業を手書きか
ら電子化へ変更 等）

入札情報
サービス API の公開

BIM/CIM 技術講習会の開催
コスト、技術者育成に関する情報提供

これらのご意見・ご要望に対し、JACICからは①コリ
ンズ・テクリスは、2019年1月に公開予定の「CT8」に
おいて多くの改良をすること。 ②APIの公開について
は、JACICクラウドにおいて各システムのAPI及びそれ
を用いたサービスの提供を検討すること。③BIM/CIM
の普及・啓発のための講習会の要望があれば開催の検討
をすること。また、情報提供についても提供の仕方を含
めて今後検討すること。等を回答しました。

4．今後に向けて
中部地方センターでは、今後ともユーザーの皆様から

JACICが実施する事業に対するご意見・ご要望を伺い、
サービスの質向上を図って参ります。

（中部地方センター長　水谷和彦）

JACIC便り

賛助会員との意見交換会開催報告
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1．はじめに
本誌7月号において、Society5.0プラットフォーム構築

の概要について紹介しました。
プラットフォーム構築に関連して、内閣府総合科学技

術・イノベーション会議では、府省の枠や旧来の分野の
枠を越えた「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」
を2014年に開始しています。その中に「レジリエントな
防災・減災機能の強化」があり、この課題の一つとして

「ICTを活用した情報共有システム及び災害対応機関に
おける利活用技術の研究開発」が設定されています。

これに対し、防災科学技術研究所（NIED）等が府省
庁連携防災情報共有システムをSIP4Dと呼び、実災害へ
の適用を検討しています。

今回は、このSIP4Dの概要について紹介します。
2．システム概要

SIP4Dは、すでに多くの組織において構築・運用され
ている独自の情報システムを相互に接続し、府省庁、地
方公共団体、民間などに情報を広く流通させるための中
核・連携的役割を持っており、以下のような機能で構成
されています。
Ø  様々な組織・システムで扱われている多様な形式の

情報を集約する機能（データ解析/登録機能）
Ø  集約した情報をユーザーの業務に即応可能な災害情

報プロダクツに加工する機能（論理統合化機能）
Ø  加工した情報をユーザーの求める形式に変換し提供

する機能（データ変換/配信機能）
Ø　 平常時の訓練や情報提供者・利用者双方が安心かつ

便利に情報の利用を可能とする訓練支援・情報検索・
アクセス制御などの付加機能

3．今後の動向
SIP4Dは、Society 5.0を支える将来の防災情報サービ

スプラットフォームとして、自然情報、建物・インフラ
情報、人・社会活動などのデータを集約した標準化災害
情報プロダクツを国、地方公共団体、民間企業・団体な
どに防災情報サービスとして提供することを目指してい
ます（図-1参照）。
4．おわりに

JACICは、本年10月15日に「JACIC ’i-Con’チャレン
ジ戦略－ICT活用による新現場力の構築－」を公表し、
その中でBIM/CIMの推進に必要な①業務管理基盤、②
事業管理基盤、③社会情報基盤の3つのプラットフォー
ムの構築を目指すこととしています。

今回紹介したシステムをはじめ各分野での動向を注視
しながら、上記プラットフォームの構築に関する検討や
試行を進めていくことになります。

多くの関係者の皆様のご指導・ご協力をお願い致します。
参考文献：

レジリエントな防災・減災機能の強化　府省庁連携防災情
報共有システムの開発：日立評論 Vol99 No04

   （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMコーナー

BIM/CIMの動向（その33）
―府省庁連携防災情報共有システムの概要紹介―

図-1　Society5.0を支える防災情報プラットフォーム（参考文献より）
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はじめに
九州地方センターは九州7県と沖縄県を含むエリアを

担当しています。JACICが提供している建設関係のシス
テムについて、受・発注者等への普及促進及びフォロー
を行うと供に、各種建設情報の提供を行うなど、様々な
形で地域支援を行っています。

今回は、当センターにおける平成30年度のこれまでの
主な活動内容についてご紹介します。

■「九州建設技術フォーラム2018 in福岡」等への出展
平成30年10月9日（火）〜10日（水）に福岡国際会議場

で『九州建設技術フォーラム2018 in 福岡』が開催され
ました。今回は、『2018建設リサイクル技術発表会・展
示会』の同時開催となり、JACICからは「建設副産物・
建設発生土情報交換システム」を両方の技術展に出展、
更に、九州建設技術ファーラムには「BIM/CIM」、「地
方自治体向け積算システム」、「Photog-CAD」の3テー
マを出展し、特に「BIM/CIM」についてはプレゼンテー
ションを行うなどの情報発信を行いました。

全体で約3,000人の方が来場され、JACIC九州センター
のブースにも多くの方にご来訪頂き、説明を熱心に聴い
て頂きました。

■「コリンズ・テクリス検索システム」等の普及活動
未導入の市町村に対して訪問説明会（平成30年9月19）

日〜21日）を熊本県、宮崎県、鹿児島県の合計7地方自
治体で実施しました。また併せて、「建設副産物情報交
換システム（COBRIS）」やBIM/CIMの研究開発等の情
報提供を行い、検索システムについては、その後、試用
申し込みもありました。

＜市町村への説明会の状況＞

■「電子入札コアシステムユーザ会議」の開催
平成30年6月27日（水）に、『平成30年度電子入札コア

システムユーザ会議（九州ブロック）』を福岡市で開催し、
発注関係機関（22団体）やベンダー（6社）の参加を頂
き活発な意見交換を行い、情報共有が図られました。

なお、4月17日（火）には特別会員を対象に、サポー
トに関する臨時の説明会（九州ブロック：32団体参加）
を開催しました。

■「建設副産物連絡協議会」への参加
平成30年6月20日（水）に、『九州地方建設副産物対策

連絡協議会（実務担当者会議）』が開催され、昨年度の会
議に引き続き、事務局オブザーバーとして参加しました。

※BIM/CIMの講習会等をご検討の際は、お気軽に九州
地方センターまでお問い合わせ下さい。

   （九州地方センター長　加治賢祐）

九州地方センター活動報告
地方便り

＜展示ブースの状況＞

＜BIM/CIMのプレゼンテーションの状況＞
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JACIC便り

「建設フェア四国2018 in高松」への出展報告
1．建設フェア四国 2018 in 高松

10月19日、20日の2日間、「建設フェア四国2018in高松」
がサンポート高松および周辺において開催されました。

今回のフェアでは、“つくる・ふれる・まなぶ 未来の
くらし博”をコンセプトに、社会資本整備を支える建設
技術や研究成果等について、広く市民に向けて発信し、
理解してもらうことを目的としています。

JACICからも情報システム等を出展しましたので、そ
の概要を報告します。

写真-1　会場受付風景

2．開催状況
建設関係技術、①施工、②防災、③老朽化対策、④コ

スト削減、⑤環境、⑥情報、⑦一般の7技術分野に分かれ、
93団体、99ブースの出展による展示が行われました。

各出展者ブースでは各社の新技術についての説明・実
演が行われ、会場内では行政や企業のほか学校の関係者
も多く見学に訪れていました。体験コーナーとしては、
災害疑似体験、建設職人体験、ICT体験コーナー＆
i-Construction講習会などがあり、四国地方整備局によ
る災害対策車両展示、更に高松港玉藻防波堤灯台一般公
開なども行われました。また、どぼじょ［四国3高専土
木女子］による工作教室、液状化宝探しも実施され、人
気を博するなど、産学官一体となった技術展でした。

このほか、出展者プレゼンテーションでは今回、新た
な取り組みとしてYouTubeへ投稿されていました。

主催者の速報によると、来場者数は、2日間で延べ約
5,000名（前回は、3,487名）であり、JACIC展示ブース
へも100名程の方々にご来場いただきました。

写真-2　どぼじょコーナー

3．JACICの出展概要
JACICは、次の5つのシステム及びJACICクラウドの

パネル展示と動画上映『i-Construction〜建設現場の生
産性革命〜』を行いました。パンフレット配布と共に、
システムを分かり易く紹介するよう心がけました。
・BIM/CIM
・災害査定申請支援ツール（Photog-CAD）
・工事・業務実績情報システム（コリンズ・テクリス）
・土木積算基準データの提供
・建設副産物・建設発生土情報交換システム

技術者、高専の学生も含め、幅広い方々に展示ブース
にお立ち寄りいただきました。「関係者間でBIM/CIMを
用いれば、確かに合意形成が早くなりそう」などの感想
や、踏み込んだ質問も寄せられ、活発な意見交換の場と
も成りました。

JACICクラウドに対しても関心を寄せる来訪者もあ
り、全体構成等の説明をしたところ、「情報共有環境の
実現を期待している」などの感想も頂きました。

写真-3　JACICブース（説明状況）

四国地方センターの職員と各システムの担当者で来場
者に応対しました。多くの方々にJACICが提供している
システム等について関心を持っていただける機会となり
ました。

次回の『建設フェア四国2020』開催は2年後です。
（経営企画部　参事　横山輝行）
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