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ニュースと解説

DX時代の新たなマネジメント
－画面による新現場力の活用－

1．i-Constructionの新たな展開

DX時代の新たなマネジメントは、複数現場のモデル

ICTを活用して建設生産性の向上を図るi-Construction

やデータ、画像・映像等様々な情報を集約、一元化して

（以下i-Conという）を官民挙げて取り組んできていま

合理的に手順を整理し、情報の可視化とともに、効率的

す。こうした中で、社会においてはデジタル庁設置など

に継続して利活用できるシステムを構築することです。

Society5.0の実現やコロナ禍での仕事の変革に向けてデ

JACICクラウドのJACICルームを用いてそのイメージを

ジタル化の動きが急速に高まってきました。インフラ分

示すと図-1のとおりとなります。ICTプラットフォーム

野においても非接触・リモート型への転換、5G等基幹

を核に情報を紐付け、情報共有を行いながら専門画面を

テクノロジーの活用によるDXの推進に取り組んでお

用いて目的毎にマネジメントを実施するもので、3次元

り、仕事のプロセス、マネジメントの変革を図る必要が

統合モデルを用いて情報の集約、一元化、干渉などの調

あります。

整やフロントローディング、コンカレントエンジニアリ

前進、深化、貫徹と拡大・充実を図ってきたi-Conは、

ングなど効率的な作業を実現するものです。

DXを含めた新たな展開を迎え、
「New i-Construction」
3．画面による新現場力の活用

の段階に入ったと言えます。
インフラ分野における情報利活用方法も、インター

前述した専門画面はなぜ重要なのでしょうか。BIM/

ネットやクラウド技術の発展に伴い、メール・FAXの時

CIM等ICTを活用した新たなマネジメントでは、画面の

代からWeb会議・ファイル共有・チャットの時代、さら

役割に注目する必要があります。

にICTプラットフォーム・Digital Twin、メタデータの利

従来の2次元CADなど図面を用いた方法と現在進めら

用へと進化してきました。今後は、
自動化技術によるデー

れている3次元BIM/CIMモデルによる方法では、表-1の

タ・モデルの自動生成の時代を迎えることになります。

ように大きく作業対象が異なります。3次元BIM/CIMモ

こうしたICTを用いた新現場力の活用による新たな仕

デルはビューア機能により画面を通して見ることができ

事の仕方を現場において確立することが重要となります。

ます。また、画像・映像もLIVE動画など画面が無いと

このため、JACICでは、
「JACICʻi-Conʼチャレンジ戦

見ることができません。このように画面は可視化に必要

略」において、5つの提案をしています。特に本稿では、

なツールとして重要な役割を果たしていますが、最も重

その中の一つである「DX時代の新しい仕事の仕方の提

要なことは、画面の中身が何かということです。画面の

案」として、画面を用いた新たな
マネジメントの紹介をします。
2．DX時代の新しい仕事の仕方
具体的な仕事の内容に応じて5
つの目標を定め、目標達成に向け
て3つの視点を提案しています。
詳 し く は「JACICʻi-Conʼ チ ャ
レンジ戦略」をJACIC HPより参
照願います。これを実現するため
に中核となる技術として2つの技
術を示し、クラウド上の専門画面
と手順書を用いた新たなマネジメ
ント、Digital Twinを活用する方
図-1

策を提案しています。
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JACICルーム
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ニュースと解説
表-1

画面による新たなマネジメント

は、防災、監督・現場管理、プロジェクト管理、巡視・

BIM/CIM 等 ICT を活用した新たなマネジメントは、画面の
活用が重要
2 次元
3 次元
※

可視化

媒体

成果品

2D ⇔ 3D

図面
（製図）

紙

設計図面

模型、パース

画面
CIM モデル
電子データ
（ビューア）
（属性情報）

点検、検査、構造物管理等目的毎に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
するものです。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し、従来別々に利用していた、も
しくは利用できていなかったデータ、モデル、画像、映

ビューア

像等を簡単かつ便利に組み合わせて可視化でき、必要な
作業に関して素早く効率的、効果的に利活用できるよう

画像・映像では、2次元でも画面が重要

になります。特に3次元統合モデルを専門画面に組み入
中身が3次元のモデルで仮想空間に実物と同様のものを

れることにより、建設プロセスの各段階においてのみな

再現できること、Digital Twinによる作業、マネジメン

らず各段階間の継続的なデータ、モデルの利活用を可能

トが行えるということが重要なポイントです。また、画

にします。新現場力を活用した新たなマネジメントを実

像・映像も記録や目視相当での利用から、AIやシミュ

現し、業務の効率化、高度化を図ります。

レーション技術等の導入により、分析、評価、判定が可

JACICでは、専門画面等を現場ごとに適した形で構築

能（Intelligence活用）なものとなり、可視化による作

し、現場密着型の新しいマネジメント方策を提供してい

業の重要性が高いということです。

きます。

画面は、Digital Twinや画像・映像のIntelligence活用



（理事

尾澤卓思）

という新現場力の活用に不可欠
なものです。
図-2に示すように、
仮想空間におけるICTプラット
フォームに紐付けられたBIM/
CIMモデル、画像・映像情報、
属性情報の可視化及び作業の状
況や成果の表示を行えます。こ
の た め、 図-1の よ う なICTプ
ラットフォーム及び3次元統合
モデルを用いた新たなマネジメ
ントにおいて画面は重要な役割
を有しています。ここでの画面
の構築は、新たなマネジメント
の手順に沿って構築するもので
図-2

あり、画面により手順（マネジ

ICTプラットフォームと画面（モデル、データの可視化）

メント）の見える化を実現しま
す。
つまり画面構築と併せて
「見
える手順書」
の作成ができます。
特に新規構築の段階で手順書を
作成することが重要であり、今
後手順の見直しのベースを作
り、手順の改善と画面の改善を
セットで行えるようにします。
JACICクラウドでは、表-2に
示したように目的に応じた専門
画面を用意し、新現場力を用い
た新たなマネジメントの実施を
目指しています。
4．JACICク ラ ウ ド の 専 門 画
面
JACICク ラ ウ ド の 専 門 画 面

表-2

JACICルームのサービス（検討中）

サービス
機能種類
情報共有
基盤機能

専門画面の事例（順次整備予定）
防災
Web 会議
ファイル共有

国交省
気象庁
DIMAPS
情報ハブ機能 SIP4D
（連携先）
FRICS
地方自治体

遠隔臨場
Web 会議
ファイル共有

プロジェクト
管理
Web 会議
ファイル共有

Web 会議
ファイル共有

情報 ASP
情報 ASP
RiMaDIS
ICT 施工クラウド ICT 施工クラウド IoT（センサー）
・
・
（個別システム）

スマホ、タブレット スマホ、タブレット スマホ、タブレット
360°カメラ
360°カメラ
360°カメラ
UAV
スマートグラス
UAV
（利用機材のシステム化）
UAV
現場把握
確認機能

防災対応画面
地図
専門機能
航空写真
（連携先、利用技術）

巡視・点検

遠隔臨場対応画面
地図
BIM/CIM
3D ビューア
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専門画面
BIM/CIM
3D 管内図
3D ビューア
仮想 PC

監督・検査
Web 会議
ファイル共有

構造物管理
Web 会議
ファイル共有

情報 ASP
ダムコン
ICT 施工クラウド IoT（センサー）
FRICS
河川国道事務所
地方自治体
・
・
（個別システム）

スマホ、タブレット
360°カメラ
スマートグラス
UAV

スマホ、タブレット
360°カメラ
スマートグラス
UAV

スマホ、タブレット
360°カメラ
スマートグラス
UAV

専門画面
RiMeDIS
※共同作業
3D 管内図

専門画面

専門画面
BIM/CIM
3D 統合モデル
3D ビューア
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BIM/CIMコーナー

BIM/CIMの動向
（その62）

― セキュアなクラウドサービスの活用に向けて ―
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
タを組織の内外で連携する際には、情報セキュリティ対
策を行うことが必要であることはこれまでに紹介してき
ました。特に、受発注者間でのデータ連携、データの流
通における対策には相応の対策が必要となります。
今回は、これに関連する政策のひとつである「政府情
報システムのためのセキュリティ評価制度」
（ISMAP：
Information system Security Management and
Assessment Program）について紹介します。
2．ISMAPの概要
ISMAPは、2020年6月3日に運用が開始され、政府が求
めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスを
予め評価・登録することにより政府のクラウドサービス
調達におけるセキュリティ水準の確保を図り、クラウド
サービスの円滑な導入に資することを目的としています。
また、ISMAP管理基準は、国際規格を基に「政府機
関等の情報セキュリティ対策のための統一規準群」
「NIST SP800-53 rev.4」を参照して作成されています。
国際規格においては、情報セキュリティに関するISO/
IEC 27001（JIS Q 27001）、ISO/IEC 27002（JIS Q
27002）
、クラウドサービスの情報セキュリティに関する
ISO/IEC 27017（JIS Q 27017）
、ガバナンス基準に関す
るISO/IEC 27014（JIS Q 27014）が参考にされています。
加えて、これら国際規格に準拠されて作成された「クラ
ウド情報セキュリティ管理基準」も参照されています。
3．ISMAPの運用
本制度においては、まず、政府機関等が調達するクラ
ウドサービスに対して要求するべき基本的な情報セキュ
リティ管理・運用の基準が各所管政府機関にて定められ
ます。また、本制度で定められた情報セキュリティ監査
の枠組みを活用した評価プロセスに基づき、上述した基
準を満たすセキュリティ対策を実施していることが確認

されたクラウドサービスがISMAPクラウドサービスリ
ストに登録されます。政府機関がクラウドサービスを調
達する際には、このリストに登録されたサービスから選
定されることになります。
4．セキュアなクラウド利用
ISMAP クラウドサービスリストに登録されたクラウ
ドを利用して公開される情報は、重要インフラ分野等を
はじめとする企業においても参照されることで、クラウ
ドサービスの適切な活用の推進が期待されます。
これに関連して、2019年5月に改定された内閣サイバー
セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー（NISC：National center of
Incident readiness and Strategy for Cybersecurity）の
「重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る安
全基準等策定指針（第5版）
」においては、
「事業環境の
変化を捉え、インターネットを介したサービス（クラウ
ドサービス等）を活用するなど新しい技術を利用する際
には、国内外の法令や評価制度等の存在について留意す
る。」とされており、ISMAPは国内の評価制度として該
当することになります。
5．さいごに
本制度の概要、基準規定類、監査機関リスト及びサー
ビスリストは、ISMAPポータルサイトで公開されてい
ま す（https://www.ismap.go.jp）。2021年10月1日 現 在、
登録されている監査機関は4機関、クラウドサービスは
20サービスとなっています。
JACICは、官民の建設行政関係者向けに「JACICクラ
ウ ド 」 を 提 供 し て い ま す。JACICク ラ ウ ド で は、
ISMAPに登録済みのサービスを利用しています（下図
参照）
。また、セキュリティレベルは、国の「クラウド
利用ガイドライン」を満足しており、国の機関等での利
用実績があります。ご検討いただければ幸いです。
なお、詳細はJACICソリューションのHPをご覧下さ
い（https://jacicloud.jp/jacicsolution/index.html）。

（研究開発部 次長 徳重政志）
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地方便り

四国地方センター活動報告
■近況
新型コロナウィルス感染症により、四国でも徳島県を
除く愛媛、香川、高知の三県に初めて“まん延防止等重
点措置”が執られました。
四国地方センターのあります香川県高松市は重点措置
区域に指定された事もあり、当センターとしても、基本
的な感染防止対策は勿論の事、在宅勤務を基本とする出
勤回避や移動を伴う営業を自粛するなど、大変厳しい執
務環境となったところです。
一方、Web環境によるコミュニケーション技術や現
地の確認技術等の普及促進により、新しい働き方が身近

写真-2

なものとなり、JACICでも、内部の情報共有や意思決定

建設副産物対策四国地方連絡協議会
WEB会議

■電子入札コアシステムユーザー会議

はJACICクラウドのWEB会議やBOX等の豊富な機能を

四国地方における電子入札コアシステムのユーザー間

用い、滞りなく実施されているところです。
四国地方センターは、四国四県（愛媛・香川・高知・

において開発や運用に関する情報交換を目的に、例年6

徳島）を担当管内として、JACICの各種システム等の普

月に開催しておりました「四国地方ブロックコアシステ

及促進活動を行っています。前回報告（2021.2月号）以

ムユーザー会議」はおりからの新型コロナウィルス感染

降の主な活動をご紹介いたします。

症の状況から、資料回付方式で開催いたしました。

■JACICクラウドの普及

次期ブラウザ対応やコアシステム関連技術の動向につ

感染防止対策を十分執った上で、モバイル動画等のご

いて等の議題につきまして、8月5日に資料を送付し、8

視聴を主体に説明しJACICクラウドの優れた機能をご紹

月28日まで質問を受け付ける期間を設けたうえで、9月9

介しているところです。

日に資料の回付、質問への回答を完了いたしました。関
係の皆様には、大変お世話になりました。
■四国地方センター

今後の予定

・建設フェア四国2021 in徳島
四国の建設フェアは2年に一度の隔年開催となってい
ます。昨年度の開催が延期されたため、令和3年11月25
日（木）、26日（金）の2日間にわたり、徳島県徳島市の
「アスティとくしま」において開催される事が決定いた
しました。
JACIC四国地方センターもブースを構えJACICクラウ
ドを主体に広報に努めてまいりますので、多数の皆様の
ご来訪をお願いし、ご意見をお聞かせ下さりますようお
写真-1

JACICクラウド

説明状況（国

出先事務所）

願い申し上げます。

■建設副産物対策四国地方連絡協議会

・JACICクラウドの普及

令和3年2月24日に開催されました 「建設副産物対策

JACICクラウドは、皆様方それぞれの職場環境にあっ

四国地方連絡協議会」に参加させていただきました。

た最適なルームを作成できる機能を有しており、これか

JACICからは建設リサイクル法第11条通知電子化サービ

らのインフラDXの推進ツールとして有用です。皆様の

スについてご説明を差し上げ、ご質問がありました有料

元へご説明に伺わせていただいた際には、忌憚のないご

化の対象につきましてご回答差し上げたところです。

意見をお聞かせ願います。


（四国地方センター長

川西浩二）
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