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モデル構想の初期段階から構想を公開

ない。これを防ぐためには、ビジネス

不意打ちのようにやってくるかもしれ

次にデータの標準化だが、
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Modeling / Construction Information
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︱
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。

「 Society 5.0
」を担うべき
建設業界
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かマネタイズできていない」と言って

なくてはいけない。ゆえに高品質が求

砂漠など環境の厳しいところでも働か
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」
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活用でアクティブなデータが加わり、

辺環境のデータも得られ、業界内他社
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とも情報共有することで都市や地域全

業界ではなかろうか？
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●振動情報から、遠隔保守や故障予知

ができる

インフラ分野

図１．DATAを活用した事業構造改革

いるだろう。これにＩｏＴ機器などの

管・活用することが必要になる。
最後の炎上対策も忘れてはいけな
い。
「俺のデータで不当に儲けている」

集

という告発が、事業が回り始めてから
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トをする業界に発展する事業構造改革

運営にも乗り出せるし、行政のサポー

金流・物流データも得て、都市・地域

活動状況、金融などの市場動向、人流・

」を含めた交
今後「 Connected Car
通関係のデータも増えてくる。企業の

ートシティ」である。

表した「インフラ維

る。昨年国交省が公

う採取するかであ

クティブデータをど

の建物や構造物のア

として、問題は既存

器やセンサーを埋め

われた七つの事例が

は、すでに実証が行

術導入の手引き」に

持管理における新技

込むことで対応する

が期待できよう。

まずは現場での
「新技術導入」から
では建設業界のＤＸ推進にあたり、

ータ共有のための標準化も、国交省主

いると思われる。続いて業界内でのデ

部署で共有することも、相応に進んで

に重要なデータをデジタル化して複数

ル化されている企業も多い。企業経営

務・経理・購買等）の業務は、デジタ

に設計や施工管理、一般的な管理（総
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導で推進中と聞く。であれば、
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ンサーを用いた道路の路面平坦性計

まず何をするかを考えてみよう。すで

市・地域の見える化」に向けて、どん

測、ドローンを用いた橋梁の外観検査
ここで紹介されている技術には、技

なデータが必要で、それをどう入手す
そこで次のステップとしては、建物

術そのものは以前から知られていたも

などが説明されている。

や構造物のアクティブなデータを集め

のも少なくない。それらが普及してい

るかの検討が必要だ。

る手法の確立が重要だと思う。これか

なかった理由は、
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法規等の規制で適用できなかった

導入する機関の関心が薄いか、導

できなかった

現場が求める精度やコストを実現
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合わせた規制改革が進んでいて、国交

法規制については、デジタル時代に

入反対の声が大きかったなど
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図３．衛星SAR・レーザー打音点検の現場試行

タル化のお手伝いをしてきて、一番悩

される。私自身いろいろな分野のデジ

いう「鶏と卵」論だが、いずれは克服

業も積極投資をして実現可能になると

いては、市場が立ち上がれば供給側企

革を推進している。精度やコストにつ

省も新技術を適用できるような規制改

（出典：国土交通省 総合政策局 インフラ維持管理における新技術導入の手引き）

図２．３次元データ活用技術

（出典：国土交通省 総合政策局 インフラ維持管理における新技術導入の手引き）
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他所では知らずこの現場では自信が

●その場合、
本当に安全が保てるのか、

い給油待ちの車列ができ、大きな社会

支障が出た。ガソリンスタンドには長

撃を受け、東海岸での石油製品供給に

米国最大の石油パイプライン企業が攻

る。それが
「サイバー攻撃」
。昨年六月、

害や事故とは違ったリスクが産まれ

事項だが、デジタル化によって自然災

インフラ分野での「安全」は最優先

」の勧め
DX with Cybersecurity

」の考え方がある
「 Security by Design
ように、事業構造改革についても、サ

されるのが「 DX with Cybersecurity
」
の 考 え 方であ る。製 品 設 計 において

を受けることになろう。そこで必要と

んされたりした場合は、致命的な被害

ータが使えなくなったりデータが改ざ

リスクが以前より増すことになる。デ

基盤にしようとしている企業では、その

ＤＸを進めデジタルデータの活用を

次世代インフラはリアルに社会を支

運営を担う事業への改革も可能である。

ることも可能になる。建物や構造物を

ってより多くの質の高いデータを入手す

データを持っているし、新しい技術によ

建設業界はもともと大量に有形無形の

量」
が企業の命運を分けるようになった。

「 DATA Driven Economy
」時代を
迎え、その企業が使えるデータの「質×

おわりに

ない

混乱となって米国政府は対応に追われ

イバーリスクへの対処をＤＸの構想初

えるのだが、同時にサイバー空間でも

セキュリティ対策を怠ってはならない。

特にインフラ関連分野の場合、最後

た。
攻撃者はロシア拠点の犯罪集団で、

期段階から盛り込んでおくべきである。

社会に繋がっているものになる。そん

んだのが三項目めである。ＩＴ導入効

の項にあるように「安全」を盾に取ら

バイデン大統領自らプーチン大統領に

建設業界においても、設計図面のデ

「

れると、ＩＴ導入で改革をと思ってい

対処を求めるなど、米ロ間の緊張も高

長い年月が必要だった。私のようなデ

濃度が一〇〇倍に引き上げられたり、

このほか上水道の水酸化ナトリウム

用の全段階でのサイバーセキュリティ

守り、データの収集・流通・蓄積・活

る化したデータ」を窃取や改ざんから

ータを守るだけでなく、
「都市を見え

によって、これまで以上の「インフラ

「 Society 5.0
」である。建設業界は次
世代インフラの構築・運用を担うこと

な次世代インフラあってこその

ハウや経験が使えなくなる

●やり方を変えたら、これまでのノウ

やり方を変える必要はない

●いままでこれでやってきた。仕事の

を容認してくれない。曰く、

果がはっきりしていても、現場がそれ

る経営層の決意も揺らいでしまう。こ
まった。

ジタル屋は「ゼロベースでシステムを

自動車製造ラインが停止したり、電子

産業」になることを期待されている。

作る事業から都市・地域を見える化し

れを克服するには、多くの実証実験と

再構築しましょう」と一足飛び改革を

を確保できるような対策が求められ

に、従来の「安全」に加えて、サイバ

カルテが使えなくなって病院の診療に

ネスを改革・拡大すると共に、新しい

ー空間での新しい脅威に対応できるこ

勧める傾向にある。しかし建設業界の

リスクに対応した戦略を立て、要員・

とも求められる。これらの活動を通じ

建設業界はその役割を果たすため
」社会や企業のＤＸの最
「 Society 5.0
大の障害は、今や「サイバー攻撃」と

設備・資金などの資源を投入して重要

て、建設業界が次世代でも社会に「安

る。経営者はＤＸによって自社のビジ

フラも理解してバランスのとれる開発

も言えるだろう。事業継続が困難にな

な社会インフラと化した自社を、ひい

全・安心」を届けられるよう、市民の

支 障 が で る 事 件 が 続 発 し て い る。

者・運用者の指揮下で一歩一歩着実な

る被害も目立つことから、ステークホ

ては都市・地域やそこに住む市民を護

ように人命にかかわる社会インフラを

新技術導入を進めていく必要があると

ルダーすべてに迷惑をかける事態を引

担う分野では、デジタルも従来のイン

考えている。

のＤ Ｘ 推 進 に向 け て

ひとりとして期待している。

インフラ分野

る責務を負うべきである。

集

き起こさないよう、経営者はサイバー
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