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「DX」。私が昨年4月からJACIC勤務となり、IT関係
の雑誌を目にすることが多くなってから初めて知った言
葉です。DX（Digital transformation）とは、「ITの浸
透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化さ
せる」という概念で、2004年にスウェーデンのウメオ大
学のエリック・ストルターマン教授が提唱した、とウィ
キペディアでは記載されています。

また、経済産業省は、我が国企業がDXを実現してい
く上でのITシステムに関する現状課題の整理と対応策
の検討を行い、「DXレポート」として報告書を取りまと
めています。本紙ではその内容を紹介します。

■DXの推進に関する現状と課題
あらゆるモノがインターネットでつながるIoTを通じ

て、活用できるデータが爆発的に増加し、また、AI、
AR／VR等データを扱う新たなデジタル技術の活用の可
能性が広がっています。 しかしながら、どのようなデー
タをどのように活用するか、どのようなデジタル技術を
どう活用すべきかについて、具体的な方向性を模索して
いる企業が多いのが現状です。

□ユーザー企業におけるIT人材の不足
我が国の企業においては、ITシステムが、いわゆる「レ

ガシーシステム」となり、DXの足かせになっている状
態が多数みられるとの調査結果が出ています。レガシー
システム問題の本質は「自社システムの中身がブラック
ボックスになってしまったこと」にあります。

我が国では、ITエンジニアの7割以上がシステム開発
会社、いわゆる「ベンダー企業」に所属しており、シス
テムのユーザー企業のためにベンダー企業がITシステ
ムを開発し、納入する受託開発構造であるため、ユーザー
企業の内部に情報システムに関するノウハウが蓄積しに
くくなっています。

また、ユーザー企業では、大規模なシステム開発を行っ
てきた人材が定年退職の時期を迎え、人材に属していた
ノウハウが失われ、システムのブラックボックス化が起
きています。

DXを進めていくには会社の中にシステムに精通した

人やプロジェクト・マネジメントできる人材が必要とな
りますが、不足している現状ではベンダー企業に経験・
知見を含めて頼らざるを得ません。特に、業務プロセス
や周辺システムとの関係を明確にして、将来あるべきシ
ステムのビジョンを描くことが非常に重要ですが、この
ようなことを考えられる人材はユーザー企業には限られ
ているため、ベンダー企業と協調して取り組むことが必
要となります。

加えて、ビジネス上どんな脅威に晒されているかを分
析し、それに対して新しいデジタル技術で何ができるの
かを企画できる人材も育てなければいけません。

ユーザー企業におけるIT人材不足を補う一案として、
ベンダー企業から「出向」するという方法もあります。
ベンダー企業としてはユーザー企業のビジョンや業務の
詳細を把握する上で有効な手段ともなります。一方、出
向に依存しすぎるとベンダー企業として果たすべき役割
や価値は何かが問われることになります。新卒で雇った
技術者を教育してユーザー側に預けて、少ないマージン
で単価も低いとなるとベンダー企業にとってはサステイ
ナブルではなく、出向とは異なる形態での支援のあり方
も模索する必要があります。

今後、老朽化したシステムの仕様を把握している人材
がリタイアしていくため、そのメンテナンスのスキルを
持つ人材が枯渇していくことから、どのようにシステム
をメンテナンスしていくかという課題もあります。こう
した中で、先端的な技術を学んだ若い人材をメインフ
レーム等の老朽化したシステムのメンテナンスに充てよ
うとして、高い能力を活用しきれていなかったり、その
ような人材にとっては魅力のある業務ではないために離
職してしまったりするといった実態もあり、先端的な技
術を担う人材の育成と活用が進まない環境にもなってい
ます。

□「2025年の崖」
ハードウェア、ソフトウェアともに、重要製品の製造

中止やサポート終了が起こることで、現行機能の維持そ
のものが困難になります。メーカーのビジネス環境が厳
しくなるにつれ、赤字製品からの撤退、部品生産の継続

ニュースと解説
「DXレポート」〜2025年の崖〜
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ニュースと解説
終了等の事態が発生し、現行システムを支える各種製品
の供給も困難になる恐れがあります。例えば、2025年に
は大手ERP（統合基幹業務システム）ベンダー企業SAP
社が提供するERP（R／3）等のサポートが終了するこ
とから、それを導入している多くのユーザー企業が対応
を迫られます。このようなことにより、ITシステムの
全面再構築に追い込まれたり、コストの上昇、サービス
レベルが低下したりといった状況に陥るケースが散見さ
れます。

サイバーセキュリティや事故・災害によるシステムト
ラブルやデータ滅失・流出等のリスクも高まることが予
想されます。複雑化・老朽化・ブラックボックス化した
既存システムが残存した場合、経済損失は、2025年以降、
最大12兆円／年（現在の約3倍）にのぼる可能性があり、

「2025年の崖」とも例えられます。

■対応策の検討
ユーザー企業は、ITエンジニアの不足のためシステ

ム開発を内製で賄いきれず、ベンダー企業に業務委託す
るケースがほとんどです。その際、ユーザー企業自身は
レガシーシステムとなっている現行システムがどのくら
い肥大化・複雑化し、現行の仕様も不明確であるにも関
わらず、「現行機能保証」という条件でシステム刷新を
ベンダー企業に業務委託する場合が多いです。さらに、
我が国においては、要件定義から請負契約を締結する
ケースも少なく無く、ユーザー企業がベンダー企業に要
件定義から「丸投げ」の状態になってしまっています。

その結果、でき上がったシステムがユーザー企業の意
図したものとは異なり、テスト工程で大きな手戻りが発
生し、開発費用が大幅に超過するとともに、納期が遅延
することに伴う機会損失が生じることがあります。また、
このようなトラブルにおける責任がユーザー企業とベン
ダー企業間で不明確になっているために、責任の押し付
け合いにつながり、近年、紛争・訴訟へと発展するケー
スも増えています。この結果、損害賠償の発生やトラブ
ルの解決に時間を要することなどから、さらに多額のコ
ストが発生しています。

□アジャイル開発における契約関係上のリスク
今後、DXを実行していく上で、開発手法として従来

の「要件定義」、「システム設計」、「プログラミング」、「テ
スト」等の順に進める「ウォーターフォール開発」では
なく、要求仕様が不明確な状態で小刻みな開発を繰り返
すことで具体化していくような「アジャイル開発」の方
が適している場合があります。

しかし、そのような開発方法に沿った契約形態が整備
されていないという課題があります。完成物責任を伴う

「請負契約」では、仕様を不明確としたまま開発を進め

ることが行いにくく、他方で、完成物責任のない「準委
任契約」で進めようとすると、ユーザー企業側からすれ
ば、ベンダー企業側により良いシステムを開発するイン
センティブがないように見えるため、不安が残ってしま
います。

その結果、請負契約のまま要求仕様を全ては固めずに
開発を進めるという状態となり、ユーザー企業にとって
はどのような機能が必要になるかということをベンダー
企業に任せればよいと誤解し、結果的に開発がうまく進
まないケースが発生します。

□今後のあるべきユーザー企業とベンダー企業との関係
ユーザー企業は、クラウド、モバイル、AI、アジャ

イル開発等の新たなデジタル技術や開発方法を最大限生
かすためには、自社のリソースの充実に加え、他社との

「パートナーシップ」を強化していくことが必要となり
ます。

これに対し、ベンダー企業においては、変化の速いデ
ジタル技術にキャッチアップすることによりユーザー企
業に価値を提供することの重要性が今まで以上に高まっ
ていきます。この際、ユーザー企業はそれに対して価値
を正当に評価する、といった関係を構築していくことが
必要です。

その上で、ユーザー企業がビジネス上の価値向上につ
なげることができれば、プロフィットシェアもなされる
といったWin-Winの関係を構築することが期待されます。

■最後に
DX（Digital transformation）を推進し、「ITの浸透が、

人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」
ためには、ユーザー企業は、ベンダー企業の協力を得な
がら、新しいシステムの要件定義を決定し、新しいデジ
タル技術を導入していく必要があります。

一方、現在進められている「i-Construction」は、建
設生産・管理システムにおけるDXの取組みであると私
は解釈しています。ユーザーである国、地方公共団体や
建設業者・建設コンサルタントの皆さん、ITサービス
を提供する我々JACIC、そしてデジタル技術を提供して
頂くベンダー企業の皆さんの「パートナーシップ」を強
化して、建設生産性の向上、働き方改革を実現していく
ことが必要だと「DXレポート」を読んで感じました。

 （経営企画部長　小川智弘）

出展：「DXレポート」（経済産業省HP）
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/
digital_transformation/20180907_report.html

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
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JACICクラウド発表会 ＜第2部＞特別講演、
＜第3部＞第17回研究助成事業成果報告会の開催報告

JACICnews No.365（2019.10月号）にて開催をご案内
しました「JACICクラウド発表会」を、昨年11月14日に
TKP赤坂駅カンファレンスセンターにおいて開催し、
約160名の方々にご参加いただきました。

午後の部では、＜第2部＞特別講演として、神戸大学
の飯塚敦教授と、株式会社砂子組の真坂紀至部長よりご
講演いただいた後、＜第3部＞第17回研究助成事業成果
報告会として、5件の研究が報告されました。

今月号では、研究助成事業成果報告会のアンケート結
果を中心にご報告します。

特別講演の様子

アンケート結果の概要
アンケートにご回答いただいた138名の方の研究助成

事業成果報告会の満足度は、午前の部と同様、ほぼご満
足いただけたことが分かりました。（円グラフ）

また、各発表内容の「有意義さ」に関する設問で、「お
おいに有意義」または「少し有意義」と回答された方の
人数を比較した結果（棒グラフ）では、「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」及び「防災教育向けARアプリの開発とその活用
に関する研究」が最も有意義と評価されました。

＜第3部＞研究助成成果報告会の満足度

とても満足
25%

少し満足
63%

どちらとも
いえない
7%

少し不満
5%

次年度に向けて
アンケートの自由意見欄には多くの方のご記入があ

り、「どのように課題を解決したかという研究の過程を
報告して欲しい」、「JACICの事業に利するような実用的
な研究に対して助成すべき」など、厳しいご意見も寄せ
られましたので、今後の課題として、改善に取り組みた
いと思います。

発表資料はJACICホームページ（無料）に掲載しまし
た。発表の様子を撮影した動画はJACIC NET（会員制）
からご覧いただけますので、ご活用ください。

 （建設情報研究所　研究員　清水知子）

JACIC便り
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2年間：IEC 62656を用いたBIM-CDD間インタフェースの仕様開発及び国際規格提案

中間報告：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

若手研究：河川流域の生物調査のためのWeb DBシステムの構築とその活用に関する研究

1年間：防災教育向けARアプリの開発とその活用に関する研究

1年間：コム距離計を用いた大型構造物の三次元データの高精度化および絶対変形の計測

発表内容は有意義でしたか？

おおいに有意義 少し有意義 あまり有意義ではない 全く有意義ではない わからない

（名）
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1．はじめに
国土交通省では、i-Constructionを推進することで、

2025年度までに建設現場の生産性の2割向上を目指して
いる事はご承知のとおりです。これを実現するための一
つの手法としてUAVの活用があります。今回は、この
活用事例とUAVの安全飛行させるために必要な事項に
ついて、概要を紹介します。
2．活用事例

建設事業でのUAVの主な活用事例を整理すると下表
に示すとおりで、複数の現場で導入されて成果をあげて
います。今後、測量や画像撮影の高精度化、画像処理の
高度化、加えてUAVの自動飛行技術の組み合わせで更
なる省力化が期待できます。

写真測量 画像撮影

活
用
場
面

・河川測量
・路線測量 等

・河川巡視点検
・ダム構造物点検
・砂防施設点検
・橋梁点検 等

適
用

・数値地形図作成
・3 次元点群図作成
・出来形管理、検査
・出来高確認 等

・ 空撮動画（静止画）に
よる監視

・ 撮影データを用いた解
析、評価 等

3．安全飛行
建設現場の生産性向上のためUAVを上述した場面で

活用することは有効ですが、どこでも自由に飛行できる
わけではありません。人里から離れた現場だけでなく、
都市部の現場もあります。地上の人や建物、車等に危害
が及ばぬようにUAVを安全飛行させ活用することにな
ります。

そのため、航空法の一部を改正する法律（平成27年法
律67号）及び航空法及び運輸安全委員会設置法委の一部
を改正する法律（令和元年法律第38号）により無人航空
機（ドローン、ラジコン機等）の飛行に関する基本的な
ルールが定められました。また、無人航空機の飛行に関
する許可・承認の審査要領が令和元年11月に一部改正と
なっています。

関係法令も含め、これらの内容を理解し安全飛行に務
めることになります。基本的な事項を紹介します。
（1）飛行の禁止空域
次の空域でUAVを飛行させることは、原則として禁

止されています。これら空域でUAVを飛行させようと
する場合には、安全面の措置をした上で、国土交通大臣
の許可を受ける必要があります（図-1参照）。
（A）地表または水面から150m以上の高さの空域
（B）空港等の周辺の上空の空域
（C）人口集中地区の上空

（2）飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、UAVを飛行させる場合

には、以下のルールを守ることが必要です。なお、⑤〜
⑩のルールによらずUAVを飛行させようとする場合に
は、安全処置をした上で、国土交通大臣の承認を受ける
ことが必要です（図-2参照）。

①　アルコール等を摂取した状態で飛行させない
②　 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後

に飛行させる
③　 航空機や他のUAVと衝突しそうな場合には地上

に降下等させる
④　 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼす方

法で飛行させない
⑤　日出から日没までに飛行させる
⑥　 目視（直接肉眼による）範囲内でUAVとその周

囲を常時監視して飛行させる
⑦　 第三者または第三者の建物、第三者の車両などの

物件との間に30mを保って飛行させる
⑧　 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空

で飛行させない
⑨　爆発物など危険物を輸送しない
⑩　UAVから物を投下しない
4．さいごに

UAVを用いて取得したデータそれを利用した解析結
果等は、今後ビックデータとして活用を期待したいとこ
ろです。最後に、安全飛行に関する詳細は、国土交通省
のHP等でご確認ください。

図-1

図-2

参考資料等
国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
 （研究開発部　次長　徳重政志）

BIM/CIMの動向（その47）
―安全飛行させてUAV活用―

BIM/CIMコーナー

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
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はじめに
新元号「令和」の初めての新年を迎えましたが、平年

より高い気温が続いており、雪不足に悩まされている地
域もあるなど地球温暖化の懸念が深刻化しています。

また、1月17日があの忌まわしい阪神大震災発生から
25年を向かえ、震災を知らない世代が増えている一方で、
切迫する南海トラフ地震への備えも重要な課題となって
います。

有事の際、地域を支えるのは地域建設業関係の皆様で
あり、少子高齢化等担い手不足に負けない体力を維持し
ていくには、最先端技術を活用した生産性革命を果たし
ていくことが重要と認識しております。

国土交通省が推進するi-Constructionの取組を支援す
るJACIC“i-Con”チャレンジ戦略の取組は、本誌面シ
リーズで紹介していますが、ここでは近畿地方センター
の主な取り組みについて紹介させていただきます。

■「けんせつビデオセミナー」の開催
建設業関係で取り組まれている担い手確保、生産性革

命の様々な最新情報は、主に都市部で様々な講習会等で
情報発信されています。一方、地方ではそうした機会は
多くありません。

このことから、都市部で行われる講演等を主催者等の
協力を得てビデオカメラで撮影し、それを地方行政およ
び地元土木技術者の皆様に見ていただく取組みを（一社）
近畿建設協会と共催で取り組んでいます。直近では、11
月1日（金）に福井市内で総数27名の参加でセミナーを

開催しました。
本セミナーは参加

無 料 でCPD取 得 も
できます。

アンケート結果で
は、参加者の皆様か
ら有意義であると好
評を頂いており、今
後もこの取り組みを
継続します。

■BIM/CIMの取組み紹介（福井CIM勉強会）
現在、CIM活用に向けた動きが加速している中、福井

県内の関連技術者等が集まり情報交換を行い、BIM/
CIMの普及に向けて3次元設計のあり方及び納品データ
の活用方策等を確立させることを目的に、「福井CIM勉
強会」がH30.3に設置されました。

本勉強会は、福井河川国道事務所が事務局となり
熊本大学 小林一郎特任教授のご指導を頂いておりま

す。この活動にJACICも参加しています。12月4日（水）
に第5回勉強会が開催され、実務に有効な提案ができる
よう議論が重ねられています。（次回は2月予定）

■「電子入札近畿連絡会議」の開催
本会議は、JACICと近畿管内の国・府県・市町村・公

共団体等の各発注機関との電子入札システムに関する意
見交換の場として毎年開催しております。

昨年は、6月28日（金）大阪市内で開催し、95名の担
当の皆様にご出席いただきました。

各発注機関で運用されている電子入札システムの課題
等について円滑なコミュニケーションを行いたいと思っ
ておりますので、引き続きよろしくお願いします。

写真-2　電子入札近畿連絡会議（昨年）の様子

■「建設技術展2019近畿」への共催・出展
10月23日〜24日に開催された「建設技術展2019近畿」

に共催し、IT部門にブース出展しました。
ブースでは、i-Constructionの推進を支援するため、

JACIC“i-Con”チャレンジ戦略で取り組むJACICクラ
ウドの構築、新現場力について紹介するとともに、コリ
ンズ・テクリスのリニューアル情報、建設副産物システ
ム等建設関係の各種情報に関する技術について情報発信
させていただきました。

写真-3　建設技術展2019近畿の様子

以上で活動報告としますが、ご興味のある取り組みに
つきましては、ご助言、お問合せ等いただきますれば幸
甚と考えています。

 （近畿地方センター長　南後和寛）

近畿地方センターの活動
地方便り

写真-1　けんせつビデオセミ
ナーin福井の様子
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「JACIC情報」は、当センターが年2回発行している機
関誌です。今回の121号は2020年2月中旬の発行予定、テー
マは「現場まるごとi-Con化－地方からのチャレンジ－」
です。

国土交通省では、地方の民間企業の取り組みが建設現
場の生産性向上の重要なポイントとなることから平成29
年度より「i-Construction大賞」を設立し推進に向け取
り組みを進めています。

i-Constructionの推進に向けた地方企業への有効な情
報を紹介することで、さらなる地方企業の生産性向上に
寄与することを目的に特集します。
【主な内容】
■巻頭言： 東京大学大学院　工学系研究科　社会基盤学

専攻　教授　小澤　一雅
■特別寄稿

・東 京大学大学院　工学系研究科　総合研究機構　
i-Constructionシステム学寄付講座　特任助教　
濱崎　峻資

■国土交通省等の取り組み
・一 般財団法人　日本建設情報総合センター　理事　

尾澤　卓思
・国 土交通省　大臣官房　技術調査課　課長補佐　 

中西　健一郎
・国 土交通省　国土技術政策総合研究所　社会資本マ

ネジメント研究センター　社会資本施工高度化研
究室　小塚　清、大槻　崇

・国土交通省　国土地理院
■‘i-Con’チャレンジ企業

・北 海道から九州・沖縄までの9地区各5社、合計45社

等が、i-Constructionの取り組み状況、実施にあ
たり工夫した点、職場の変化、人材育成、さらに
推進に向けた課題、意見等について紹介。

【北 海道】㈱砂子組、阿部建設㈱、齊藤建設㈱、㈱堀
口組、宮坂建設工業㈱

【東 北】みらい建設工業㈱、㈱いわい、小野寺建設㈱、
㈱佐藤工務店、㈱菅与組

【関 東】国際測地㈱、伊田テクノス㈱、小川工業㈱、
金杉建設㈱、沼田土建㈱

【北 陸】松嶋建設㈱、会津土建㈱、㈱植木組、小倉建
設㈱、㈱吉光組

【中 部】矢作建設工業㈱、㈱新井組、㈱白鳥建設、中
日建設㈱、ユウテック㈱

【近 畿】㈱道端組、㈱川嶋建設、木下建設㈱、㈱桑原組、
中林建設㈱

【中 国】㈱加藤組、㈱荒木組、㈱井中組、カナツ技建
工業㈱、シマダ㈱

【四 国】福留開発㈱、㈱浅田組、㈱大竹組、㈱福井組、
㈱村上組

【九 州・沖縄】㈱野添土木、岡本建設㈱、鎌田建設㈱、
㈱坂下組、㈱大寛組

【その他】㈱トップライズ
■公共調達コーナー
「地域インフラを支える体制確保に寄与する入札契約

方式の導入に向けて」
　 国土交通省　国土技術政策総合研究所　社会資本マ

ネジメント研究室
■賛助会員コーナー

・㈱柿崎工務所（東北地方センター）
・㈱牛木組（北陸地方センター）
・㈱IHIインフラシステム（近畿地方センター）
・㈱第一コンサルタンツ（四国地方センター）
■その他　JACICのページ等

【JACIC情報について】
● 定期購読を受け付けています。毎号1000円＋消費税

です。今回のみの購入も可能です。
定期購読している方は、測量系CPD協議会が認

定する「測量CPD」年間5ポイントも取得できます。
●バックナンバー
　http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
● ご購読のお申し込み、お問い合わせは、経営企画部
（電話03-3584-2404）までお願いいたします。

 （経営企画部　参事　米田晴彦）

JACIC情報121号の発刊
JACIC通信

http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
http://www.jacic.or.jp/books/jacicjoho/ki_main.html
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