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第４章 建設コンサルタントの課題と今後の方向性 

 

建設コンサルタントが提供する高度な技術サービスは、豊富な業務経験と最新技術の積極的な

導入によって高品質な成果を上げてきた。それらは決められた作業を単純に繰り返す工場生産型

と対称的に、周到な計画と綿密な検討によって成し遂げられるものであり、業務のひとつひとつ

に膨大な労力を要することが多い。しかし、業務の複合化や多角化が進む最近の動向や、事業継

続のために必要な人材の確保と育成が課題となっている現状を踏まえると、今後、個々の技術者

が有する知的資源を統合して最大限に活用すべく、生産性の向上に取り組むことが強く求められ

ている。本節は、建設コンサルタントが生産性を向上させるために取組んでいる i-Construction（建

設生産性改革）への対応や、革新技術の開発・導入について、現状と今後の方向性を示す。 

 

4-4-1 i-Construction への対応 

（1）フロントローディングによる市場拡大 

世界でも屈指の高品質な社会資本（インフラ）を提供してきた我が国は、施設の老朽化に伴う

維持管理コストの増大や次世代技術者の不足等の構造的な課題に直面している。これに対し、近

年、新材料の採用や ICT の導入等により克服し、さらに整備事業全体のフロントローディングに

よる生産性向上に舵を切った（図 4-4-1）。このような大きな動きのなかで、建設コンサルタント

が果たすべき役割は増加し、より高度な技術力が求められている。その結果、建設コンサルタン

トの活躍の場が多方面に拡大し、保有技術や人員等の資源を効率的に活用することができること

から、生産性の向上につながると期待されている。 

 

図 4-4-1 社会資本整備事業におけるフロントローディングのイメージ 

近年の急速な ICT の進歩に伴い、国土交通省が「3 次元データの利活用方針」を示す等、社会

資本整備事業においてこれまで明確に区分けされていた調査・測量、設計、施工、及び維持管

理の事業プロセスを、点群や BIM/CIM 等のデジタルデータを共有・利活用しながら連携させる

ことで、生産性向上を図ろうとする試みが進められている。そのなかで、建設コンサルタント

には、事業の初期段階で全体最適化の役割を担う、いわゆる「フロントローディング」の中心

的な役割を果たすことが期待されている（図 4-4-1）。フロントローディングが進められると、

建設コンサルタントは従来の設計及び維持管理のみならず、前後プロセスも含めた事業全体の

マネジメント行うことになり、活躍の場が広がる一方で様々な役割を大量に果たすために、生

産性の向上が必要となる。 

４－４ 生産性の向上 
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（2）BIM/CIM への取組み 

i-Construction が急速に進められるなか、事業プロセスの全体に係わる建設コンサルタントが果

たすべき役割は多く、その成果が建設生産・管理システムの生産性向上に及ぼす影響は大きい。

特に、測量や調査の段階で設計から維持管理までに必要なデータの取得を要望したり、施工段階

で想定される様々な課題を設計段階で検討することや、竣工後の維持管理を見据えた有益な情報

を一貫して管理していくことが、いわゆるフロントローディングとして大きな効果を生み出すと

期待されている。その実現に向けて、協会は国土交通省をはじめとする発注者のみならず、BIM

に関する国際組織である「building SMART Japan」等、会員企業各社による連携した取組み等を通

じて関連団体とも連携を図りながら、業界の構造改革に取り組んでいる。 
そのなかでも BIM/CIM については、建設コンサルタントが事業初期で３次元モデルを作成し、

その後の一貫した情報管理の基盤となるものであると重視することから、令和元年 6 月に技術部

会に「生産性向上 WG」を設置し、国土交通省の BIM/CIM 推進委員会及び各 WG に委員を派遣

し、①ガイドライン・要領基準類の整備・改定、②効率的な BIM/CIM の活用に向けた実施体制の

検討、③国際標準を踏まえた標準化の検討、④BIM/CIM を推進する上での課題の克服に取り組ん

でいる（図 4-4-2）。 

 

 
出典：第 3 回 BIM/CIM 推進委員会「BIM/CIM 推進委員会の体制」（令和 2 年 2 月） 

図 4-4-2 平成 31 年度 BIM/CIM 推進委員会の体制（案） 

i-Construction においては、BIM/CIMを基盤とした 3 次元データの利活用が重視されており、

設計や維持管理を中心に事業プロセス全体に携わる建設コンサルタントの役割はより重要とな

る。そのため、建設コンサルタントは、国土交通省の「BIM/CIM 推進委員会」への参加を通じ

て、実施体制の検討、基準・要領の整備、国際標準への対応等に取組んでいる。また、当協会

では加盟会社の従業員を対象とした関連講習会や、土木学会等における研究や交流を先導する

ことで、我が国全体の技術力向上のための交流や人材育成に貢献している。 
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 一方で、BIM/CIM に関する高い技術を身に付け、i-Construction の推進に貢献する体制を整備す

るために、会員企業を対象とした講習会を開催している（表 4-4-1）。また、土木学会の年次学術

講演会（令和元年度）において、共通セッション「我が国における BIM/CIM の将来展望」を設

置し、産官学様々な先進的な取り組み事例（合計 14 編）について議論した。 
 
 

表 4-4-1 BIM/CIM 関連の講習会（令和元年度） 

講習会 開催回数 開催場所 受講人数 主催 

ICT セミナー 9 回 全国 9 カ所 423 名 ICT 普及専門委員会 
GIS 講習会 32 回 全国 9 カ所 517 名 ICT 普及専門委員会 

CIM ハンズオン講習会 12 回 全国 9 カ所 375 名 CIM 技術専門委員会 
 

4-4-2 革新技術の開発・導入 

（1）建設コンサルタントを取り巻く革新的技術の動向 

平成 28 年 1 月に閣議決定された第 5 期科学技術基本計画では、それまでの情報社会（Society 
4.0）に続く新たな社会を指すものとして「Society5.0」が提唱された。そこでは、Society 4.0 で

は知識や情報が蓄えられつつも共有されず、分野横断的な連携が不十分であったことを問題視し、

Society 5.0 で実現する社会では、IoT（Internet of Things）で全ての人とモノがつながり、様々

な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すこと、さらに、人工知能（AI）に

よって、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走行車などの技術が飛

躍的に進歩すると期待されている（図 4-4-3）。 
建設コンサルタントが活躍するフィールドにおいても、地図等の基盤情報がデジタル化され、

図面はBIM/CIMに発展し、環境や交通等の変化も様々なセンサー類によって動的なデジタルデー

タとして取得されるようになった。Society5.0 の建設コンサルタントには、これらのビッグデー

タを効率的に取得し、利活用していくことが求められている。その一方で、これらの膨大な責務

を果たしていくために、ロボットや AI 等の革新技術を用いて生産性を向上することが喫緊の課

題となっている。 
 

近年の ICT 等の科学技術の著しい進歩と関連産業の躍進に伴って、我が国では社会のデジタ

ル化（デジタル・トランスフォーメンション：DX）が急速に進み、現実空間（フィジカル空間）

がそのデジタルデータにより仮想された空間（サイバー空間）と高度に融合した「Siciety5.0」

に向かっていくと予想されている。そのような大きな変革の中で、建設コンサルタントには、

ロボットや AI（人工知能）等の革新技術を開発・導入し、それらを駆使することで、複雑かつ

膨大なデータを利活用するとともに、利益の確保や労働状況の改善のために生産性の向上を図

ることが喫緊の課題となっている。 
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出典：内閣府「Society5.0」（https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/） 
図 4-4-3 Society 5.0（サイバー空間とフィジカル空間の高度な融合） 

 
（2）建設コンサルタンツ協会の取り組み 

2018 年 10 月、当協会等の寄付によって、東京大学に「i-Construction システム学」寄付講座が

設立された（図 4-4-4）。同寄付講座では、社会インフラの全プロセスを通して、空間情報処理技

術やロボット化技術等を活用することで生産性向上を図ることが可能な i-Construction を実現する

ための研究開発を目的として、インフラデータプラットフォームの開発とデータの利活用システ

ムの開発等の研究が行われている。そのなかで、当協会からも受託研究員（1 名）を派遣してい

る。また、複数の加盟会社から 2 件の共同研究テーマ（「都市のデジタルツインを活用した将来

の社会インフラサービス」、「3D モデルを活用した河道特性把握」）を設定し、それぞれの会社

から受託研究員を出向して取り組んでいる。 

建設コンサルタントによる革新技術の開発・導入は、それぞれの加盟会社が独自に取り組み、

技術力や生産性の向上を図ることが基本である。しかし、現状の急速かつ広範囲で進歩するデ

ジタル技術に対しては、個社の競争のみならず、協会内で課題を共有し、共同してその解決に

あたることも行っている。そのひとつが、東京大学「i-Construction システム学」寄付講座の

共同設立である。 
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出典：「i-Construction システム学」寄付講座 設立記念式典（平成 30 年 10 月 17 日） 

図 4-4-4 「i-Construction システム学」寄付講座の概要 

 

加盟会社の個別の取り組みとしては、各社が独自に技術開発や技術導入によって技術力の向上

を図る一方で、それらの成果をシーズとして、国土交通省等の施設管理者が有するニーズに合わ

せた社会実装に取組んでいる。以下にその事例を示す。 

 

【事例 1】国土交通省「革新的河川技術プロジェクト」への参加 

国土交通省は、現場ニーズに基づいた要求水準を明示し、官主導オープンイノベーションによ

り企業間の協働を促進することを目的とし、「革新的河川技術プロジェクト」を進めている。そ

こでは、「危機管理型水位計」や「簡易型河川監視カメラ」等のテーマについて、官民共同で技術

開発に取り組んでおり、当協会の加盟会社からもこれに参加している（図 4-4-5）。令和元年度は、

第 4 弾「流量観測機器」、第 5 弾「河川巡視の高度化」が公募され、継続的に技術開発が進めら

れている。 

 

 
出典：水管理・国土保全局河川計画課「簡易型河川監視カメラ画像のウェブ提供を開始しまし

た」（令和 2 年 2 月 26 日） 

図 4-4-5 「革新的河川技術プロジェクト」の成果の一例 
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【事例 2】土木研究所「AI を活用した道路橋メンテナンスの効率化 に関する共同研究」への参加 

土木研究所は、老朽化橋梁の増加に伴う点検コストの増大や、橋梁のついての専門知識を持っ

た熟練技術者の減少などの問題の顕著化に対し、AI技術に着目したに取り組んでいる。そこでは、

「床版の土砂化」、「画像解析」、「診断」、「データ基盤の開発」の 4 テーマについて官民共同

で技術開発に取り組んでおり、当協会の加盟会社からもこれに参加している（図 4-4-6）。 

 

  

出典：土木研究所「AI を活用した道路橋メンテナンスの効率化に関する共同研究を開始しま

す」（平成 30 年 11 月 30 日） 

図 4-4-6 「AI を活用した道路橋メンテナンスの効率化に関する共同研究」 

 




