ション i-Construction

たＩＣＴ（情報通信技術）などを活用しながら

━ ━国土交通省では、小宮山先生を委員長とし

がって、ほぼ一貫して労働力過剰の状態が続い

る勢いで建設投資が減り続けてきました。した

投資の減少局面では、建設労働者の減少を上回

ります。建設産業においては、バブル崩壊後の

向上に本格的に取り組むべき絶好のチャンスが

な経営環境が確保されつつある中で、生産性の

そこで、建設業界の業績が回復して、安定的

がますます期待されております。

たインフラの整備 管･理、あるいは生産性の向
上など、建設産業には安全と成長を支える役割

化に対する維持管理 更･新、それから、特に強
い経済を実現するためのストック効果を重視し

建設現場の生産性向上等に取り組む、アイ コ･
ンストラクションという有識者委員会を設置さ

たために、建設現場の抜本的な生産性向上が見

到来したのではないか。いまこそ、わが国の建

アイ コ･ンストラクション
（建設現場の生産性向上）に取り組む背景

れています。

送られてきたという状況があります。

設現場が世界の最先端となるよう、産学官が連

めに離職される可能性の高いことが指摘されて

書等を通じ積極的に社会への提言をされてきま

━ ━小宮山先生は、東京大学総長のころから著

センサーと情報通信技術で
変わる業務

現状を見ますと、現在、建設現場を支えてい

まず池内技監から、いま、なぜアイ コ･ンス
トラクション（建設現場の生産性向上）が必要

います。現状では五五歳以上の方々に何とか支

る技能労働者は約三四〇万人、このうち三分の

とされるのか、お話を伺いたいと思います。

えていただいている。いま取り組まないと手後

携してアイ コ･ンストラクションに取り組むべ
きときであると考えております。

池内 背景を申し上げます。まず、少子高齢化

れになる、そんな状況です。
一方で、建設産業の役割ですが、激甚化する

革命のスタートではないかと考えられます。そ

に移った時代がありました。これが最初の情報

現場からいなくなり、中央コントロールルーム

た。これらの工場では、自動化により労働者が

紙パルプなどの工場には長く関わってきまし

知識は持ち合わせていないのですが、化学、鉄、

小宮山 建設現場に関しては、私は常識以上の

うか。

いては、どのように捉えていらっしゃるでしょ

足することを考えれば、建設現場の生産性向上

宏

災害に対する防災・減災対策、インフラの老朽

小宮山

技監）

幸司

（株式会社 三菱総合研究所

池内

（国土交通省

理事長）

は避けることのできない課題であると考えてお

者
席
出

洋一
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宮本

（一般社団法人 日本建設業連合会 副会長・土木本部長
清水建設株式会社 代表取締役社長）

（平成28年1月15日
「三菱総合研究所 応接室」で開催）

したけれども、いまアイ コ･ンストラクション
（建設現場の生産性向上）に取り組むことにつ

一に当たる約一一〇万人が、今後、高齢等のた

社会を迎え、今後、明らかに現場の労働力が不

生産性の向上に
絶好のチャンス

建設現場の生産性向上について
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座談会 ● アイ・コンストラク
きました。
いまは第三次人工知能ブームにあり、

なく、第二次人工知能ブームで機械学習が出て

したが、第一次人工知能ブームは大した成果は

の後、ＡＩが人間の頭に代わると言われていま

ないかと私は考えています。

いよいよ本格的に導入される段階にあるのでは

いるのではないか、さらに、そういった技術が

す。既に建設現場でもその融合が相当起こって

の中身自体が革命的と言ってよいほど変化しま

事故を防ぐために、さまざまなインフラの維持

できなくなる。それに、笹子トンネルのような

しい施設をつくって欲しいという要望にも対応

いなくなると、災害への対応もできないし、新

持し、守っていくことですが、それを担う人が

れをする人がいないということになってしまう

管理や老朽化対策をしようとしても、実際にそ

人間のかなり知的な部分を代わることができる
ようになりました。
世界で初めてＩｏＴ（もののインターネット

Ｔなのですが、当時、私は分かりませんでした。

い前に彼は言っていました。まさにいまのＩｏ

械と機械がしゃべりだすのだ」と、二〇年ぐら

村健 東大教授です。センサーの性能が大きく
･
向上し、無線でネットワークとつながると、
「機

宮本 背景については先ほど池内技監が言われ

てどのように考えていらっしゃいますか。

として、建設現場の生産性向上の必要性につい

ムを組んでやってこられていますが、ゼネコン

生産性向上と担い手確保に関しては、特別チー

━ ━宮本副会長、日建連ではこれまで、土木の

トラクションという施策を立ち上げていただく

通省にもご理解いただき、今回のアイ・コンス

いこうという話をずっとしてきました。国土交

よって現在の就労者数の一割程度はカバーして

んですが、一方で、生産性向上による省人化に

て人を呼び込むことが重要であることはもちろ

こういった事態を防ぐため、処遇改善によっ

のですね。

先日、世界を対象にしたＩｏＴに関する表彰が

たとおりで、建設業においては他産業に比べて

ことにもなりました。私どもとしてもこの動き

処遇改善、
労働環境の改善にも

ありましたが、表彰者四人あるいは五人の中に

高齢化が非常に激しく、この先一〇年間で三分

化）の概念に言及したのは、おそらく日本の坂

坂村教授は入っています。先を見る人は、その

に呼応し、主体的に活動することで将来の担い

手確保に取り組んでいく決意です。

の一の人がいなくなってしまいます。
われわれの仕事は、日本の国土をつくり、維

そして、もう一つ大事なことは、生産性向上

によって人が少なくて済むと同時に、現場に常

駐する時間も減らせますから、労働環境も改善

されるということです。いま建設業は、他産業

と比べ給料が一割低いだけではなく、拘束時間

が非常に長いのが実情です。そういう環境をな

くさないと、若い人たちには魅力がない。そこ

に、この生産性向上は寄与すると考えます。私

どもが、積極的に取り組んでいるのは、そのあ

たりが背景にあります。
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頃から見ていたわけです。
センサーと情報通信技術が融合すると、業務

小宮山宏氏

の段階から維持管理の手間も考えて、つくって

いく必要があります。

高齢者や女性も

小宮山 アイ コ･ンストラクション、アイ メ･
ンテナンスが導入されていけば、知恵はあるが

体力が落ちてきた高齢者も働くことができま
す。

も元は取れないのですが、一〇万台売れば、二

ッド車を一台だけ売るのでは、何億円で売って

小宮山 大きい課題ですね。トヨタがハイブリ

からの課題だと思っています。

て、別の現場でも使えるようにするかが、これ

はないということです。それをどう普遍化させ

開発した設備が常に次の現場でも使えるわけで

うのは、われわれの仕事は一品生産ですので、

コストが全然違う。製造業などの工場と一番違

います。しかし、普及するかしないかによって

設現場でもかなり昔からロボットに取り組んで

それと、小宮山先生からもありましたが、建

コンカレント エ･ンジニアリングという言い方
をしていました。

とが大事ですね。私たちは製造業の工場では、

にセンサーを入れるのかを決めておくというこ

メンテナンスするのかを意識し、最初からどこ

小宮山 そうですね。設計の段階でどのように

と全体の生産性がアップしませんので。

ていきたいと思っています。結局、そうしない

施工、検査、維持管理、更新、全て含んでやっ

池内 いま考えているのは、測量、調査、設計、

コ･ンストラクションはどのような範囲に導入
されるのでしょうか。

し、守っていくということを考えた場合、アイ

けでも担い手は増えてくるのです。

は、まだ三％程度です。女性の比率を高めるだ

宮本 女性活躍による貢献は大きいと思いま

の場が増えると考えています。

池内 アイ コ･ンストラクションが導入される
と、高齢者や女性の方々もこれまで以上に活躍

すね。

していくかという問題も、ずいぶん楽になりま

力不足の問題や、どのように知恵や知識を伝承

が適切ではないでしょうか。こう考えると労働

二〇歳から七〇歳までを労働年齢と考えたほう

定義は一五歳から六五歳です。ですが、いまは

労働力不足と言われていますが、労働年齢の

〇〇万円、三〇〇万円で売ることができるとい

宮本 建設でもコンカレントは使っています。

小宮山 そうですね。やはり男女いたほうが職

す。実は建設業における女性技能労働者の比率

働き始めるのは一八歳か二二歳です。すると、

う話ですね。

池内 いまは、情報化施工も施工部分しかやっ

どんどん人が減っていきますので、やはり設計

やっていかないと意味がないですし、これから

場の魅力は上がります。

小宮山 宮本さんが言われた国土をつくり維持

アイ・コンストラクション
の範囲

ていないけれども、それをトータルの仕組みで

池内幸司氏
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にはコンクリート工の規格の標準化です。
あと、

施工時期の平準化で、工事量の変動を少なくす

書類などについても、いまは発注機関によって

と、ＩＣＴ化をするにしてもやりやすい。提出

化施工については、既に国土交通省直轄の一割

まず、ＩＣＴや三次元データを活用した情報

生産性向上を進めていくためには
━ ━次に、生産性向上を進めていくためにはど

仕様が異なりますが、非常にやりやすくなるわ

の現場で実施してきておりますが、非常に効率

るということです。

のような課題があり、
何が必要なのでしょうか。
けですね。

化されることはもう明白な事実です。これを本

ト化とか機械式継ぎ手という細かい話が出てく

宮本 生産性向上ということでは、プレキャス

小宮山 そういった点が非常に重要なポイント

ることに大きく寄与するわけです。

げたり、省力化をしたり、効率をよくしたりす

ＣＴ、ドローンなど、非常に効率的で扱いやす

ら川下まで全て一気通貫で、三次元データ、Ｉ

共通部分を増やすということは、生産性を上

るのですが、結局は、いかにして現地での労働

ですね。例えば小水力発電を行う場合には、国

いものを使っていくということです。

必要とされる
標準化・規格化

力を減らし、同じ性能のものを、同じ工期もし

土交通省、経済産業省、農林水産省、電力会社

格的に展開していきます。

くは早くつくり上げるのかということが課題だ

の了解が必要ですが、電子申請にすれば一括の

が、全部二次元の図面が前提条件になっている

そのときに問題なのは、発注仕様とか基準類

もう一つは、施工部門だけではなく、川上か

と思います。

同時申請で済みます。

ら、三次元データで全部通しでできるようにし

そのときに特に大事なのは、川上の設計段階

池内 アイ コ･ンストラクションとは、ＩＣＴ
技術の全面的な活用はもちろんメインなのです

ていこうとしています。

あと、検査も、せっかく情報化施工であって

ことです。これは、関係業界ともご相談しなが

国土交通省にもお願いしていますが、発注機関

が、先ほど宮本さんがおっしゃったように、標

から取り組むことです。そういう意味で、いま
によって違う仕様や、基本的な設計の考え方な

準化、規格化も大きな柱としています。具体的

宮本洋一氏

どをまとめることが大切です。これが実現する

も、検査段階でまた、紙とか二次元になってい

るのです。これも変えようと思っています。具

体的なイメージは、ドローンを使うと簡単に計

測できますので、ドローンを活用し検査とか監

督も三次元化していくことを考えています。

それから、コンクリート工については、まさ

に部分最適から全体最適への移行です。建設物

は現場ごとの一品生産というのがわれわれの頭

にしみついているもので、いまは個別で一番い

いものをつくっていっているのですけれども、

7
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る程度標準化していったほうが、トータルとし

これを若干幅が広くても、長さが長くても、あ
もＣＩＭ（コンストラクション イ･ンフォメー
ション・モデリング）でも、難しいのはここの

ディング イ･ンフォメーション モ･デリング）で

大事だと思っています。それで自由に組み合わ

せていくようにする。

小宮山 民間としては、国に対してどのような

ては安くなる。いまも橋桁などは少しあるので

がきちんと流れているかというと、決してそう

ことを期待していますか。

地方建設業、
県・市町村への普及

あとは、型枠のプレキャスト化とか鉄筋のプ

ではありません。なぜかというと、例えば意匠

宮本 民間だけでは限りがあると私は思ってい

部分です。例えば私どもの社内で、デザインビ

レハブ化、これも技術はあるのですが、普及し

系と設備系と構造系でソフトが違うという問題

ます。われわれだけでは変え切れないところが

すけれども、そういう標準化したものを拡大し

ていない。プレキャストの型枠を使うとか機械

があるからです。データ互換性のあるソフトが

ある。となると、やはり国と一緒になってやっ

ルド（設計・施工）でやるときでさえ、データ

継ぎ手を使う、
それをある程度標準化していく。

採用されるような形でないといけない。一気通

ていくことが必要になります。

ようとしております。

また、コンクリート工も二つ種類があって、現

貫で流すとすごく省力化になるのです。

定義しておいて、簡単に変換できるようにする

現状のものをどうやってトランジション（移行

場打ちと工場でつくって運び込むものがありま

さらに、精神的な抵抗が現場であるとも聞い

のが一点。もう一つは、汎用のソフトをできる

移･転）していくかをマネージするものです。

国土交通省の姿勢は、民間に対してオープン

ております。大手の建設会社などはご理解いた

だけ使っていくことを考えております。

池内 データについては、以前、われわれの世

だいていますが、各地方の建設会社の方にもご

小宮山 プラットフォーム的なものをつくり、

アイ コ･ンストラクションも、今までのやり方
からどう移行していくかということなので、ま

す。それぞれのメリットを生かし、適材適所で

理解いただけるように、きちっとその普及を図

その中にさまざまなアプリを載せるようなこと

ず実行した上で、新しいものをかたち作ってい

になってきていると感じますし、話を聞いてい

っていく仕組みを整備しなければいけない。加

になっていくのでしょうね。

くことが必要と考えています。

界では、すぐに何かフォーマットをつくってや

えて、いまＩＣＴの建機が結構高い。過渡期は

宮本 そのプラットフォームの部分で、施工者

池内 もう一つの課題は、大手はもうほとんど

使っていく必要があります。何といっても、冒

高いので、その費用を見るなど。あとは、世界的

と発注者と設計者との間に互換性がないと、う

そういう意識を持っていらっしゃいますけれど

ただける環境になってきています。

には、ＩＣＴ建機は毎年多数生産されているこ

まくいかないわけです。

も、各地域の建設業の方々にもそこに移行して

っていたのですが、それをやめて、ＸＭＬのよ

とから、建機メーカーの供給体制は確保できて

池内 お互い翻訳できるようにしておけば良い

いただくというところですね。

頭ありましたように、いい技術でも普及しない

いると考えています。今後は、普及に向けて仕

ので、必ずしもデータフォーマットを合わせる

宮本 デファクト・スタンダード（事実上の標

うに、どういうデータの形式かだけをきちんと

組みと基準を変えていきたいと思っております。

必要はないと思いますね。その翻訳がスムーズ

準）をやれるほど、大手のシェアは大きくあり

とだめなのですね。

宮本 川上から川下まで同じデータで流せるよ

に行くような最低限のルールを決めておくのが

小宮山 最近、トランジション マ･ネジメント
という考え方が世界で提唱、
実践されています。

うになると非常に楽になります。ＢＩＭ（ビル
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の集まりに出ましたが、彼らは生産性向上の取

池内 最近、地方の建設業の若手の社長さん方

ことですね。

小宮山 県との業務上の関係は、健全だという

ていこうと思っています。

れども、トップランナーのところと一緒にやっ

ていただいています。すごく差はあるのですけ

まして、例えば、石川県などは結構熱心にやっ

てくれば、県はやってくれます。温度差があり

国がやってみて、ある程度基準とか仕様ができ

公共事業発注機関の集まりがありまして、まず

池内 各地方でのブロック会議など、定例的な

いますね。うまく、移行できるでしょうか。

小宮山 さまざまな権限が県におろされてきて

いう話もあります。

すから、そこがいかにうまく移行していくかと

のは、国だけではなくて、県、市町村もありま

あと、課題としては、公共事業を行っている

拡大していくための課題はありますか。

小宮山 ゼネコンではなく、専門工事業などに

ませんし、担い手確保にもつながりません。

こに広げていかないと、全体の処遇改善になり

人たちもそちらのほうが多いわけですから、そ

半は地域に根差した建設業者です。現場で働く

宮本 建設業者は全国に四〇万社以上あり、大

さんの業界が中心になる話ですね。

小宮山 建設現場の生産性向上の課題は、宮本

ね。長時間労働をなくしていく。

池内 そうですね、変えなければいけないです

はずですね。

小宮山 仕事の仕方が、これからやはり変わる

業が非常に多いわけですからね。

ありません。逆に言うと、いまは残業や休日作

徹底的なものとはなりませんから、全く不安は

宮本 建設業の性質上、製造業などの工場ほど

という点についての抵抗はありますか。

り組みにすごく熱心なんですね。まず、そうい

池内 それと、ＩＣＴと言うと難しいというイ

宮本 何が課題かを申し上げるのは非常に難し

ないと進まないと思います。

う方々と一緒に始めていくことだと思うのです

メージがあるのですけれども、全く逆なのです

いですが、一つ言えるのは、いまがチャンスだ

ません。スーパー五社で一〇％強、日建連全部

けれども、まさにトランジションというか、移

ね。そこがきちんと伝われば、普及していくと

ということですね。仕事量が多くて過当競争に

でも三〇％弱ぐらいです。

行期をいかにスムーズにするかを、うまくやら

思います。

陥っていないいまこそ、新しいことにチャレン

ジしやすい。

あるという議論はすんなり通ります。
けれども、

小宮山 マクロ的に考えると、労働者の不足で

小宮山 二〇二五年までですね。

す。いまこそやるべきだと思います。

そういう環境もバックアップしているわけで

働き方が変わる

雇用に関する不安があるので、現場にＩＣＴを

池内 ええ。この一〇年が勝負ですね。

社会保険の加入が特に最近進んでいるのは、

入れると、俺たちが要らなくなるのではないか
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池内 あと、一方では技術がすごく進み、技術

段階にきていますね。

小宮山 働き方の問題を含めて、本当に勝負の

では、まさに、いまやらなければいけないですね。

ら、非常に危機意識が高いです。そういう意味

ね。地方の方々も、新卒が採れないものですか

しかも、皆さん意識がすごく高まっています

小宮山 世の中が変化してきたのですね。

中でしたからね。

宮本 そうですね。仕事人間が評価される世の

本は、全人格投入型の労働ですからね。

小宮山 働き方が変わる必要がありますね。日

しろ制度とか意識とかの問題になってくる。

的な課題がいま、実はほとんどないんです。む

ただき、実施が始まっています。社内でも、チ

す。いま、土日全休のモデル現場もつくってい

た。四〇年たってようやく実現してきたわけで

まは、日曜日はほとんど休めるようになってき

所にしようとしていた時代でした。それが、い

は、第一・第三日曜日を全休にしよう、現場閉

来像だと思っています。私が会社に入ったころ

ェンジマインドで一歩踏み出さないと実現しな

で、目指す方向は、現場がいままでとは大きく

くなるので休暇をとりやすくするということ

金を上げていくことと、もう一つは、効率がよ

当たりの生産性を向上させることで、まずは賃

池内 先ほどから出ているとおり、要は、一人

でしょうか。

━ ━建設現場の将来イメージはどのようなもの

味で、ＩＣＴ化により大幅に労力を軽減する。

大変なご苦労をおかけしています。そういう意

場の技術者の方に、
監督検査の書類づくりでも、

ンに入れると瞬時にチェックができる。いま現

ローンを飛ばして三次元データをとり、パソコ

いておき、途中段階で、監督員なり検査官がド

くる必要がない。それを三次元データのまま置

ら、いま作成しているような出来高の書類をつ

すが、それは下請業者の能力が上がったからで

りも、いま現場にいる人間は半分に減っていま

場にいる人間が半分になる。私が入ったころよ

そして、ＩＣＴを利用することによって、現

境となるのが理想の姿ですね。

危険が伴うから、給料がより高いという就労環

生産現場と同じような環境で仕事ができ、多少

分かりませんが、いま踏み出すことで、ほかの

実現が一〇年後になるか二〇年後になるかは

いと繰返し言っています。

変わって、給料もよくて働きやすくなるという

もう一つは、工程管理自体もよくなってくるの

す。つまり人によるところが大きかった。今後

建設現場の将来イメージ

将来像です。

で、休みやすくなる。

かが出てきます。それを、いまのＩＣＴ機器だ

し、土工だったら、どこを切り盛りすればよい

をパソコンに入れて、短時間で設計図面に反映

ローンだと、簡単に地形測量ができます。それ

界から、まずドローンを飛ばしましょうと。ド

地で測量して、それを図面に起こしてという世

暇がとれる、そういう現場にしていきたいと考

て、給料がよくて、カッコよくて、安全で、休

で、安全性も向上する。これをやることによっ

も必要なくなり、重機周りの作業も減りますの

目印にして土工を行っています。そういうもの

トルピッチかに断面形を示す木を置き、それを

もう一つ、いまは、丁張りと言って、何メー

ね。

小宮山 宮本さんの話を伺うと希望が持てます

ことに挑戦していきたいと思っています。

ういったことをイメージしながら、いろいろな

ら、半分の人間でも管理できるようにする。そ

あります。技術者もこれから不足してきますか

さらに半分に減らすには、ＩＣＴを使う必要が

具体的なイメージは、いまは、個別で一々現

ったら最適の建機の動かし方が出てきます。そ

国土の三分の二の森林を維持できていない状況

国土強靱化との関連で申し上げれば、
日本は、
えています。
宮本 土日に休める現場、それが目指すべき将

れに基づいて一気に施工していく。
施工段階でも全部データが入ってきますか

10

ます。日本より、
間違いなく急斜面のところで、

木を伐採する機械にはＩＣＴが全て備わってい

産性は、
二〇倍も違います。フィンランドでは、

キロで走っています。フィンランドと日本の生

ンランドでは、六〇トントラックが時速一〇〇

られないというような話をしている一方、フィ

なくなります。

樹種を効率よく把握できるので、森林簿はいら

です。そこをドローンでモニタリングすれば、

コンストラクションの成果は、林業にも応用で

庁と省庁間にある部分がポイントです。アイ ･

きます。国土の強靱化も可能です。要するに省

げれば、日本の林業は輸出産業になることがで

小宮山 ドローンやＩＣＴを使って生産性を上

ったことがあります。

宮本 私もコマツの野路さんから、その話を伺

とでした。

この機械はうちの工場でつくっている」とのこ

別件で話をした時、その写真を見て「あれっ、

この間、コマツ（小松製作所）の坂根さんと

の給料を上げて、効率を上げて、休暇をとれる

あるのですが、やはりこれをテコに、一人一人

性を向上させなければいけないということでは

それで、アイ コ･ンストラクションの取り組
みで重要なのは、もちろん人が減るので、生産

ってきたような感じがするのです。

きたし、それから、まさに皆さんの意識がそろ

なってきました。建設産業界の業績も上向いて

池内 やっとそういうことに取り組める環境に

きたいと思います。

きな視野で総合的に考え、やっていっていただ

が国土の強靱化につながるのですから、ぜひ大

日本では、五トントラックが山からおりてこ

何メートルの高さの木を切るという計画にした

きると思います。

ようにして、まさに安全な現場、魅力ある現場

にして、多くの方々がこの建設産業に魅力を感

じていただけるようにしていきたいと思ってお

なったことを大事にしながら、チャンスを逃す

話ができ、実際に取り組むことができる環境に

宮本 いま、こうやって生産性向上についてお

したがって、発想はもともと日本にあり、情報

ですが、ナレッジ ベ･ースド ソ･サエティとい
う言葉は、
欧米が知価革命を翻訳したものです。

言われていて、
「知価革命」は堺屋太一の言葉

知識が価値になる時代だというのは以前から

と思います。

コ･ンストラクションに一緒になって取り組め
ば、世界のトップランナーになるのではないか

いとは言えない状況です。だから、いま、アイ

もう一つは、海外もまだそんなに生産性が良

ります。

ことなく少しずつ実現させる、それをさらなる

は、非常に類まれな発想力もあるのです。

がって、一本の木をつかんでバッバッと切るの
に四五秒しかかかりません。

おわりに
━ ━それでは、最後にそれぞれ一言ずつお願い

推進力にして取り組み続けていくことが大事だ

技術自体も日本にあるのだから、アイ コ･ンス
トラクションを行うという覚悟を決めればよい

いたします。

と思っています。生産性向上に、必死になって

のです。

まさにこれからのアイ コ･ンストラクションの
キーワードです。この概念を世界で最初に述べ

小宮山 冒頭で述べたように、ＩｏＴなどは、

トンネルなど全てを対象として考えていくこと

うに行っていくのかということを、建物、橋、

は軀体は壊さないのか、メンテナンスはどのよ

設計段階において、何年で壊すのか、あるい

━ ━本日は、どうもありがとうございました。

りたいと思っております。

これらをパッケージにして海外展開を図って参

ケージなのですね。関係の皆さん方と一緒に、

コ･ンストラクションの技術だけではなくて、
基準づくりとか、発注の仕方、制度、全部パッ

そのときにやはり重要なのは、単にこのアイ

取り組みたいと思っています。

たのは、東大の坂村教授であるように、日本に
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i-Construction

︱建設現場の生産性革命︱
柿崎

恒美

国土交通省 大臣官房 技術調査課
環境安全・地理空間情報技術調整官

トンネルを一ｍ掘るのに五八人日の労

く見られる工事である土工やコンクリ

その一方で、建設現場でもっとも多

考えても大変難しいと考えられる。今

うことは日本の少子高齢化の状況から

この減少した技能労働者を完全に補

より離職する可能性が高いことが指摘

力が必要なのに対し、最近の新幹線の

ート工の分野では最近の二〇年で生産

はまだ五五歳以上の方々ががんばって

みがトンネル分野の生産性向上に繋が

山岳トンネルを一ｍ掘るのに必要な労

性がほとんど改善されていない（ 図

くれているおかげで建設現場は成り立

大型機械を導入するなど機械化を徹底

今後の労働力不足時代の到来を考え

力は六人日と、トンネルにおける労働

２・３）
。しかも、これらの工事に従

っているが、一〇年後はこの方々が離

されている（図５）
。

れば、建設現場の生産性向上は避ける

生産性は、
約一〇倍に向上している
（図

事している技能労働者の割合は直轄工

職し、現在と同程度の生産性では建設

っている。

ことのできない課題である。しかしな

１）
。トンネル工事については、最近

事で働いている全技能労働者の約四割

させ、数十年前は東海道新幹線の山岳

がら、建設業においては、バブル崩壊

では、シールド工法などではロボット

今こそ生産性向上のチャンス

後の投資の減少局面では、建設投資が

って大変な課題である。しかし、労働

現場は成り立たなくなることが予想さ
ことが、労働災害による死傷者が多い

力過剰時代から労働力不足時代への変

に相当する（図４）
。そして、多くの
トンネル工事において生産性が向上

という安全上の課題に繋がっていると

化が確実である以上、建設業界の世間

を導入するなど生産性はさらに大きく

過剰となり、省力化につながる建設現

した理由は、昔から山岳トンネル工事

考えられる。

からの評価も回復し、安定的な経営環

建設労働者の減少を上回る勢いで減り

場の生産性向上が見送られてきた。

は死亡災害が非常に多い現場であった

現在、建設現場で働いている技能労

境が実現し始めているなど、建設業界

れる。これは、建設業、建設現場にと

ただし、
我が国の建設現場において、

ため、安全優先の面から機械化を推し

働者三四〇万人の約三分の一にあたる

に明るい兆しがある今が、生産性向上

技能労働者による作業が行われている

一部ではあるが、生産性向上の取り組

進めたためだと考えられる。トンネル

一一〇万人が今後一〇年間で高齢化に

向上している。

みが成果を上げている部門もある。ト

工事における安全性の確保への取り組

続けたことから、ほぼ一貫して労働力

ンネル工事では、トンネル工事専門の
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「機械土工・舗装関連」及び
「現場打ちコンクリート関連」
で全体の約40％

58

60

生産性 10倍
（人日/m）

社会資本整備と建設生産システム

特集

40

20

6

機械土工・
舗装関連
22％

その他
30％

0

橋梁架設関連 3％

図１．
トンネル工事におけるトンネル１mあたりに
要する作業員数

土砂等運搬関連 5％
工場製作・運搬・
据付関連
12％

図４．H24国土交通省発注工事実績

生産性 横ばい

20
（人日/1000㎡）

仮設関連 3％

NATM関連
7％

16

15

13

10
5
0

技能労働者
約110万人が
離職の可能性

60歳以上
55〜59
50〜54

（人日/100㎥）

40〜44
35〜39
30〜34
25〜29
20〜24
15〜19歳

生産性 横ばい

15

12

20.0％

5

図５．2014年度

S59年度

30.0％

資料：日本建設業連合会「再生と進化に向けて」より作成
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10

0

10.0％

H24年度

図２．土工における1000㎡あたりに要する
作業員数

45〜49

H24年度

図３．コンクリート工における100㎥あたりに
要する作業員数

就業者年齢構成【建設業】

に向けた情報化等を実施するチャンス

であると考えている。

の取り組み
i-Construction

こ の よ う な 状 況 の 中 で、 国 土 交

通 省 で は、 建 設 現 場 の 生 産 性 向 上

に向けた新しい取り組みとして

「 i-Construction
」
︵アイ・コンストラ
クション︶を進めることとしている。

は、
「ＩＣＴ技術の
i-Construction
全面的な活用」
、
「規格の標準化」
、
「施

工時期の平準化」等の施策を建設現場

に導入することによって、建設現場の

プロセス全体の最適化を図るプロジェ

クトである。

ＩＣＴ技術の全面的な活用では、土

工分野で二〇〇八年から部分的に試行

している情報化施工の全面的な活用を

進めるため、測量・設計から、施工・

検査、さらに維持管理に至る全プロセ

スにおいて、三次元データの活用等の

情報化を前提とした新基準を来年度よ

り導入する考えである。

従来の情報化施工では、二次元の図

面に基づき発注しているため、情報化

13

S59年度

20

0.0％

近年の新幹線
（H22年）

出典：日本建設業連合会 建設イノベーション

現場打ち
コンクリート
関連
16％

地盤改良関連 2％

東海道新幹線
（S30年代）

の標準化された部材の拡大である。土

さらに、施工後の測量データによりパ

これまでの情報化施工の試行結果よ

木工事は現場ごとの一品生産が原則で

に、工事の検査についても、これまで

特に測量については、
「空の産業革

り、土工の場合、現在の二倍の生産性

あるため、コンクリート構造物も現場

施工を行う施工者が二次元の図面を三

これを三次元で一本化していくため
命」と言われている新たな技術である

が実現できる可能性があると考えてい

ごと寸法等が異なり、鉄筋組み立て、

の二つめの取り組み
i-Construction
である規格の標準化については、コン

には、現在の測量・設計・施工・検査・
ドローンを活用した空中写真測量に関

る。例えば、一〇〇〇㎡の土地を整形

型枠設置など人手を要する作業を前提

ソコン上で検査ができるので、検査書

維持管理といった全体の工程におい
する標準的な作業方法を定めた基準を

する場合、一九八四年度は一六人日の

としている。このようなコンクリート

の目視からＩＣＴ技術を活用した方法

て、現在の測量方法や二次元図面等に
整備することとしている（写真１）
。

作業員が必要、二〇一二年度で一三人

工の生産性向上のために、鉄筋のプレ

次元データに直して施工し、また検査

基づく施工方法を前提とした仕様、基
このような基準類を整備することに

日の人手が必要だったが、情報化施工

ハブ化、型枠のプレキャスト化による

クリート構造物における寸法等の規格

準類、検査の仕方や発注方法などの見
よって、測量データと設計データを比

を活用すれば必要作業員数を六人日に

鉄筋や型枠などの施工効率向上、プレ

類等の軽減にも繋がるはずである。

直しに取り組んでいく必要がある。

較することにより施工計画を立案し、

抑えることができ、一九八四年度との

でできるように基準を整備する。

これからは、情報化施工を実施する

三次元の設計データをＩＣＴ建機に転

時には二次元図面に作り直していた。

工事については、最初から三次元デー

キャストの活用によるコンクリート施

の三番目の取り組み
i-Construction

の向上も期待される。

また、高所作業が減るため、安全性

となる。

可能なため、計画的な施工管理も可能

右されず計画的に工事を進めることが

場製作に置き換えることで、天候に左

影響を受ける懸念があるが、これを工

現場打ちの場合、工程が天候などに

でいくことが重要であると考えている。

くための評価手法の整備等に取り組ん

リットを生かし、適材適所で活用してい

現場打ちとプレキャストそれぞれのメ

また、コンクリート工については、

比較では生産性は二倍に向上する可能
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6
5
（人日/1000㎡）

15

i-Construction
導入後
H24年度
S59年度
0

生産性 2倍

送することによって熟練の技術者でな

10

タで測量、設計し、その三次元のデー

16

工の効率向上を図る（写真３）
。

20

性がある（図６）
。

写真２．ICT建設機械による施工（イメージ）

く て も 施 工 が 可 能 と な る（ 写 真 ２）
。

3次元設計データ等を
通信

タを納品することを標準とするととも

写真１．
ドローンによる３次元測量（イメージ）

図６．土工における1000㎡あたりに要する作業員数

14

ある。このため、四～六月期︵年度初

入札契約手続きを行うことが一般的で

行うことが基本のため、予算成立後に

事の執行は、年度ごとの予算に従って

は収入が不安定になる等から、年間を

激しい場合には、日給・月給の技能者

とが生じるとともに、工事量の変動が

し、休暇が取得しづらくなるようなこ

遊休が生じ、年度末には工期末が集中

そのため、年度初めは人材や機材の

工事着手の始期日を受注者が選択でき

者などの確保を円滑に行えるように、

また、受注者が建設資材や建設労働

いるところである（図７）
。

工事量を平準化する取り組みを始めて

画的に発注することで、年間を通じて

を設定するとともに、年度初めから計

必要がある工事については二カ年国債

業界に入職希望者が来ない、高齢化が

し公共事業に対する予算も減り、建設

東日本大震災前までは、景気が後退

ととしている。

長︶を設置し、年度内に結論を得るこ

りが激しい傾向がある。

め︶は工事量が少なくなり、下半期に
通した工事量の偏りをできるだけ解消

る余裕期間制度を積極的に活用し、受

著しいなど建設業に未来があるのかと

あたりからやっと建設業の業績も上向
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このような取り組みによって、繁忙

き、企業側も未来に向けた新しい投資
3月

から、平準化を考慮した発注計画を各

期が平準化されることにより、年間を

や若者の雇用を考えることが出来るよ

現状の工事件数

平準化された工事件数

図７．施工時期の平準化（イメージ）

は、施工時期の平準化である。公共工

工事量が多くなり、月毎工事量の最大
し、施工時期を平準化することが重要

注者の観点からも平準化を図れるよう

写真３．鉄筋のプレハブ化（イメージ）

の目指すもの
i-Construction

値と最小値の比は約二倍と工事量の偏
である。

いう状況だった。こうした中で、数年前

事務所において作成し、年度をまたぐ

通じた労働者の収入の安定並びに休暇

うになってきたのではないだろうか？

より働きやすい環境を整備し、若者

人口も減少する時代を迎える。生産性

性向上に取り組んでいきたい。今後は

このような時だからこそ、さらに次

が安心して働ける産業になるためにも

を上げていかなければ、企業収益も個

とともに、企業においてもピークに合

施工時期の平準化をさらに推進する必

人の給料も成長することは望めない。

の目標に向かって、過去一〇年二〇年

要がある。

り、技能労働者一人当たりの生産性の

わせた機械保有が不要となるなど生産

の基本的な方
なお、
i-Construction
向性、推進方策を検討するため、
「建

飛躍的な向上を目指したいと考えてい

と手を付けることができなかった生産

設現場の生産性向上検討委員会」
︵委

る。

にチャレンジすること
i-Construction
によって、抜本的な生産性の向上を図

員長：小宮山宏 三菱総合研究所理事

性の向上が期待できる。

の取得が容易になることが想定される

このため、計画的な事業執行の観点

にしていきたいと考えている。
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（i-Construction）
（工事件数）

（現状）
繁忙期
閑散期
（工事件数）

中詰めコン打設
クレーンで設置

特集

吉輝

情報化施工の現状とこれからの方向

岩見

多種多様な情報を他のプロセスの情報

施工プロセスに着目し、施工に関わる

という一連の建設生産プロセスの中の

設事業の調査・設計・施工・維持管理

術）を活用した新たな施工であり、建

情報化施工は、ＩＣＴ（情報通信技

われていた情報を他のプロセスの情報

を行う技術など、従来、施工単独で扱

造物の補修・補強・更新の精緻な管理

報を維持管理に引き継ぐことにより構

階で得られる構造物の品質に関する情

設計段階における情報に加え、施工段

効率や精度の向上を図る技術、調査・

機械操作を支援することにより施工の

関わる情報を連携させてオペレータの

設計に関わる情報と建設機械の操作に

物の信頼性の向上を図る技術、調査・

働者不足への対応など、建設施工が直

向上、品質確保、安全性向上、熟練労

国土交通省では、建設施工の生産性

て、期待されている。

らの諸課題を解決する手段の一つとし

情報化施工は、技術革新により、それ

品質確保などへの対応が必要であり、

設産業の生産体制の維持、公共事業の

懸念されており、将来にわたっての建

きた技術者・技能者が不足することが

ている。特に建設生産の中核を担って

い手の確保・育成が喫緊の課題となっ

注者を対象に広く実施している。
また、

め、講習会や研修等の人材育成も受発

きる技能者・技術者の育成が必要なた

その特性を活かした効率的な運用がで

また、
情報化施工は新しい技術であり、

領や監督・検査要領を整備している。

て、情報化施工に対応した施工管理要

入に必要な受発注者間のルールとし

具体的には、情報化施工の円滑な導

進している。

戦略」を定め、戦略に基づき普及を推

二五～二九年度）の「情報化施工推進

（平成二〇～二四年度）
、第二期（平成

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課
施工安全企画室長

と相互に連携させることにより、建設

と併せて一元管理することによりその

面している諸課題に対応する情報化施

は じ め に

生産プロセス全体の生産性、施工の品

有用性を高め、より高度な建設生産の

技術の普及状況等を踏まえ、一般化を

質、さらには建設事業に対する信頼性

らなる
「情報化施工推進会議」（委員長：

推進する技術（一般化推進技術）や実

情報化施工に関する試験施工の実績や
人口減少と少子高齢化の進展が進む

建山和由 立命館大学教授）を平成二

用化に向けて検討を行う技術（実用化

工の普及に向けて、産学官の有識者か

調査・設計段階の情報と施工時の情

中、建設産業への若年就業者数の減少

〇年二月に設置し、これまでに第一期

実現を目指す技術と言える。

報を連携させて出来形管理や施工管理

と離職者の増加により、中長期的な担

の向上を図る技術の総称である。

を効率化・精緻化することにより構造

16

年度別の活用率
（活用件数/全土工等工事件数）
年度別の活用件数（件）

検討技術）を選定し、計画的な普及を
推進している。
今までの取り組みにより、情報化施
工に関する具体的な効果を確認してい
るが、普及の推進を図るための課題も

施工規模（㎡）

率向上に繋げることは難しい。また、

従来どおりでは、盛土の施工全体の効

搬入作業と後工程である締固め作業が

向上しても、その前工程である土砂の

とで、盛土の敷均し作業の施工効率が

図２．施工規模別の情報化施工の活用状況

明らかになっている。これまで以上に
普及を推進するため、それらの課題を
解決していく必要がある。
そのことも受け、この度、国土交通
省では、建設現場の生産性向上に向け

15

等で、一連の作業を全体最適化するこ

H20〜H26における施工規模別の情報化施工の実績
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て「 i-Construction
」と 名 付 け た 新 た
な取り組みを開始した。

22

とが可能であり、情報化施工の効果を

16

15

本稿では、情報化施工の現状として

30

る技術を組み合わせて複数用いること

図１．情報化施工技術の活用件数の推移

最大限に活かすことができる。
例えば、

38

活用状況と効果及び課題を示し、そし
て、 こ れ か ら の 方 向 性 と し て

報化施工を活用する試験施工を平成二
〇年度から実施している。直轄工事に
おける活用状況を以下に紹介する。
情報化施工技術の活用件数の推移
は、図１のとおりである。情報化施工
の活用件数は年々増えており、平成二
六年度には直轄の土工（路盤工含む）

※MCモータグレーダ、MC・MGブルドーザの活用件数

ＭＣ技術（ブルドーザ）を活用するこ

31
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における取り組みにつ
i-Construction
いて紹介する。

情報化施工の活用状況と
効果及び課題

の約一三％で活用している。
なお、個々の情報化施工技術は、特
定の作業に適用される技術が多く、そ

（１）情報化施工の活用状況
国土交通省では、情報化施工の普及

れらの技術の中で、相乗効果が得られ
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30.00

10.00

10.00

0.00

20.00

いることが分かる。
② 品質の確保
情報化施工を活用することで、施工
精度や均一性が向上することが確認さ
れている。また、施工時のデータをリ
アルタイムに記録・保存することで施
工のトレーサビリティーを確保するこ
とが期待できる。

※：施工精度が確認できる工事のみで確認

50.00

20.00

10.00

10.00

0.00

20.00

30.00

規格値−50mm

※：施工精度が確認できる工事のみで確認

図４．MCブルドーザの施工精度

来と比べて安全性が向上した」と回答

ート結果を図５に示す。
各年度とも
「従

る路盤工を実施した施工者へのアンケ

効果が大きいＭＣモータグレーダによ

補助作業である検測作業の省力化の

ータの負担軽減に寄与している。

御により操作を支援しており、オペレ

た、ＭＣ技術では、作業装置の自動制

る安全性の向上が確認されている。ま

周りの人による補助作業の省力化によ

情報化施工を活用することで、重機

③ 安全性の向上

30.00

ＭＣ／ＭＧ技術を用いると丁張りが不

20.00

要（大幅に削減）になるが、一連の作

30.00

業の一部に丁張りが必要な作業（例え

第3四分点
最大値
最小値
第1四分点
平均値μ

40.00

ＭＣブルドーザの事例を図４に示す。

第3四分点
最大値
最小値
第1四分点
平均値μ

40.00

ば、従来の出来形管理に必要な丁張り
など）が残っていると丁張りが必要と
なり、省力化の効果を得ることができ

50.00

バラツキの少ない規格値と比べて十分

D：15t級（普通）
σ=15.51
RTK GNSS

C：7t級（普通）
σ=10.1
RTK GNSS

F：3.7m級
σ=9.40
TS

E：3.7m級
σ=12.68
TS

A：8t級（湿地） B：16t級（湿地） C：20t級（湿地） D：7t級（普通）
σ=15.82
σ=10.83
σ=23.46
σ=7.17
mm GPS
RTK GNSS
RTK GNSS
mm GPS

ない。情報化施工を導入する部分的な
工程だけでなく前工程・後工程も含む

●MCブルドーザ（敷均し・締固め）

算一一一〇㎡／日）と比べて増加して

図３．MCモータグレーダの日当たり施工量

な精度で施工できていることが分かる。

施工精度（堤床工）

設計値との標高差（mm）

全体工程を最適化した技術活用と施工

省略（大幅な削減）
、出来形管理の省力

日当たり施工量︵ ㎡／日︶

件数を整理した。どちらの技術も小規

化などの施工準備、施工管理における

40.00

計画を検討することが重要である。
また、平成二〇年度～平成二六年度
までの情報化施工の規模別の活用状況
は、図２のとおりである。主に土工で
用いられるＭＣ／ＭＧブルドーザと主
に路盤工で用いられるＭＣモータグレ

模な工事から大規模な工事まで幅広く

効果も確認されている。一方、二次元
ータを作成する作業が新たに加わる。

活用されていることが分かる。
直轄工事における活用等で確認した

活用する技術、現場条件、工種によ
り差違はあるが、全体として情報化施

情報化施工の主な効果は以下のとおり
である。

工の活用により生産性の向上が期待で
きる。

① 生産性の向上
情報化施工を活用することで、日当

示す。工事によりバラツキはあるが、

ＭＣモータグレーダの事例を図３に

ること、補助作業が省力化することが

日当たりの施工量が従来施工（標準積

たりの施工量が従来施工と比べ増加す
確認されている。また、丁張り設置の

施工精度（路体工、路床工）
設計値との標高差（mm）
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の設計図から情報化施工用の三次元デ

ーダについて、施工規模別に活用工事
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0
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4000

（２）情報化施工の効果

●MCモータグレーダ（路盤工）

18

（３）情報化施工の推進の課題

が向上していることが分かる。

した施工者がほとんどであり、安全性

いる。発注図を三次元化し、施工者が

施工者が二次元の設計図から作成して

なる。現在これらの三次元データは、

情報化施工用の三次元データが必要と

備が必要である。

管理や出来高管理に関する基準類の整

量データや施工データを用いた出来形

備が必要である。とりわけ、三次元測

測量、②三次元測量データによる設

りであり、①ドローン等による三次元

面的な活用のイメージは、図７のとお

指している。建設現場へのＩＣＴの全

６参照）
。直轄工事で主に使用する規格

ドーザの普及台数は二七五台である
（図

ンケート調査結果によると、ＭＣブル

平成二六年度のレンタル会社へのア

① 情報化施工に対応した建設機械の普及

は以下のとおりである。

情報化施工技術により得られる三次

③ 情報化施工に対応した基準類の整備

地形データの三次元化が必要である。

次元測量するためのルール整備と現況

また、現況地形をドローン等により三

を準備できる環境整備が必要である。

そのデータを活用して、必要なデータ

している。

の課題解決に向けて必要な対策を検討

一人の生産性を向上させるため、上記

推進することにより、現場で働く一人

情報化施工の普及をこれまで以上に

いる。

た大幅な省力化を実現することとして

る施工、④検査の三次元データを用い

計・施工計画、③ＩＣＴ建設機械によ

情報化施工を推進する上で主な課題

のブルドーザ約五〇〇〇台の約七％で

元データを効果的に活用することで、

200

100
レンタル台数

300

250

H26
H24
H22
0

図６．MCブルドーザの普及台数

ー建設現場へのＩＣＴの全面的な活用ー

ことを前提とした施工管理基準などの

新たな基準を来年度より導入すること

としており、現在、鋭意その検討を進

めている。

ることを前提としており、建設現場の

ロセス全体で、三次元データを活用す

計・施工計画から施工、検査までのプ

現することが困難であった、測量、設

これまでの情報化施工の試行では、実

こととしている。この取り組みでは、

場へのＩＣＴの全面的な活用を目指す

とした。この取り組みの中で、建設現

けた画期的な取り組みを実施すること

（本年二月に第一回の協議会を開催）

に、
協議会を設置することとしている。

課題解決に向け共通の認識を得るため

意見を聴取し、
具体的な課題を抽出し、

の普及推進を図るため、関係業界等の

後、 i-Construction
の 推 進 に 向 け て、
ＩＣＴを建設現場へ円滑に導入し、そ

二月に第一回の委員会を開催した。今

総合研究所理事長）を設置し、昨年一

方針や方策を示すため、 i-Construction
委員会（委員長：小宮山宏 （株）三菱

また、 i-Construction
の実現に向けて、
有識者や関係者の意見を集約し、基本

プロセス全体の最適化を図ることを目

国土交通省では、
「 i-Construction
」
と名付けた建設現場の生産性向上に向

そのため、三次元データを活用する

あり、情報化施工に対応した建設機械

監督・検査や施工管理を効率化するた

図５．MCモータグレーダ（路盤工）におけるアンケート
調査結果（安全性）

i-Construction

の普及を推進することが必要である。

め、三次元データを前提とした監督・

■ 従来と比べて安全性は低下した
■ 従来と変わらない
■ 従来と比べて安全性は向上した

検査、施工管理に対応した基準類の整

② 三次元設計・測量データの整備

調
※査なし

安全性

社会資本整備と建設生産システム
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H24
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0％

275
150

情報化施工技術を使用するためには、

20％

6
6
40％

2
80％

特集

5
60％

0
1
2
0
1
0
100％

設計図面

盛り土

書類による検査
検測と施工を繰
り返して整形
丁張りに合わせ
て施工
設計図に合わせ
丁張り設置
設計図から施工
土量を算出
測量の実施

縦断図
平面図

検査
施工
設計・
施工計画
測量
従来方法

④
3次元
データ作成
②
①

発注者
※IoT
（Internet of Things）
とは、様々なモノに
センサーなどが付され、ネットワークにつながる
状態のこと。
重ね合わせブロック化

2次元
データ作成
・重機の日当たり
施工量約1.5倍
・作業員 約1/3
これまでの情報化施工
の部分的試行

切り土
差分

検査
施工
設計・
施工計画
測量
i-Construction

3次元設計データ等
を通信

OK
ドローン等による写真測量等により、
短時間で面的
（高密度）
な３次元測
量を実施。

ドローン等による３次元測
量を活用した検査等によ
り、出来形の書類が不要
となり、検査項目が半減。
３次元設計データ等により、
ICT建設機械を自動制御し、
建設現場のIoT（※）を実施。
３次 元 測 量 データ
（現況地形）
と設 計
図 面との差 分から、
施工量
（切り土、盛
り土量）
を自動算出。
現況地形

④検査の省力化
③ICT建設機械による
施工
②３次元測量データによる
設計・施工計画
①ドローン等による３次元測量

③

横断図

図７．建設現場へのICTの全面的な活用

は、情報化施工を十分に活かしきると

ころまで至っていない。

平成二七年二月に日本経済再生本部

性の向上を通じて、企業の経営環境の

」の 実
向上を目指す「 i-Construction
現により、技能労働者一人一人の生産

国土交通省では、建設現場の生産性

で決定した「ロボット新戦略」では、

改善を図るとともに、建設現場に携わ

お わ り に

インフラ・災害対応・建設分野の二〇

産学官の強力な連携の下で、情報化

る人の賃金水準や建設現場の安全性を

報化施工技術の施工現場への大胆な導

施工を「使う」段階から「活かす」段階

二〇年までのアクションプランが示さ

入」
、
「前工程・後工程を含む全体工程

へ推進し、建設生産を二一世紀の技術

向上させることで魅力ある建設現場を

をシステムとしてとらえた生産性向

にふさわしい技術に高めることを目指

れている。建設分野の目指すべき姿と

上・省力化の推進」等が示されており、

し、長期的な視点から建設生産プロセ

実現することとしている。

「日本再興戦略（改訂）二〇一五」
（平

ス全体を見据え、今後もこれまで以上

して「ロボット技術の一つでもある情

成二七年六月閣議決定）において、こ

工の導入を進めていくこととしており、

に施工・施工管理、監督・検査などの
国内の情報化施工の現状は、第一期

の戦略に基づき分野別取組を着実に推

の「情報化施工推進戦略」
（平成二〇

」
新たな取り組みである「 i-Construction
の実現に向けて、引き続きご協力をお

施工現場に積極的かつ大胆に情報化施

年七月）を策定する以前の大規模工事

願いしたい。

進することが求められている。

を中心に導入されていた状況と比べる

︻参考︼
国土交通省ＨＰ

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/
sosei_constplan_tk_000031.html

国土交通省ＨＰ ＩＣＴ技術の全面的な活用のページ

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan
/sosei_constplan_tk_000017.html
国土交通省ＨＰ
のページ
i-Construction
http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000028.html

情報化施工のページ

と、技術を使って技術を知るという面
で大きく進展している。しかし、情報
化施工の特性を活かした技術基準類や
入札・契約制度などのルールの見直し、
情報化施工の特性を活かした効率的な
情報化施工の運用の推進という面で
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有吾

国土交通省 大臣官房 技術調査課
事業評価・保全企画官

るよう計画的に発注することを推進し

ています。また工期が複数年度に渡る

が多くあります。
労働環境の改善には工事量の偏りを

場合は国庫債務負担行為制度を適切活

います。また、受注者側の観点から平

解消することが重要となります。工事

そこで、国土交通省では「施工時期

準化を図ることなどを目的に、工事契

用するとともに、やむを得ない事由に

公共工事の執行は、年度毎の予算に

等の平準化に向けた計画的な事業執行

約から工事開始日まで一定の期間を確

量が平準化されれば、年間を通して仕

にまで減少しています。加えて、三〇

従って行うことが基本のため、国及び

について」
（平成二七年一二月二五日）

保できる余裕期間制度を積極的に活用

より当初想定していた内容を見直し、

歳未満は全体の約一割に過ぎないな

地方公共団体では予算成立後に入札契

を発出し、計画的な発注や適切な工期

することとしたところです。

事が安定するため、個人の収入も安定

ど、若年者を中心とした入職者の確保

約手続きを行うことが一般的です。そ

の設定により、施工時期等の平準化を

その結果年度をまたぐ場合は翌債（繰

は非常に重要な課題になっています。

のため、年度当初には工事量が少なく

図るよう努めることとしたところです

するとともに、定まった休日を取得す

建設業が他産業に比べて若年者の入

なる一方、下半期に工事量が増大する

（図１）
。

労働環境の改善に向けた
施工時期等の平準化

について紹介します。

ています。本稿ではそれらの取り組み

桝谷

社会資本整備を支える
担い手・人材確保の取り組み

は じ め に
建設業就業者数はピーク時である平
成九年の六八五万人に対し、平成二五

職者数が少ない理由として、休日の少

とともに、工期末が年度末に集中して

具体的には、各工事において算出し

越）制度を適切に活用することとして

なさや労働環境の厳しさなどがあげら

しまっています。そのため繁忙期であ

た工期を踏まえ、工期末が一時期に集

ることが容易になります。

れています。国土交通省では建設現場

る下半期は土曜日も仕事となり、年度

中しないよう、かつ工事量を平準化す

年ではその約七割にあたる五〇五万人

で働く労働者の処遇改善を通じて、若

末などは休暇の取得も困難になる場合

工期の設定にあたっては「平成九年

週休二日の確保について

年者の入職を促進する取り組みを行っ
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3月
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12月

11月

8月

9月

10月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

12月

11月

9月

8月

④ 一定の年齢

10月

① 担当技術者

入職者の減少について述べたところで

以下の主任（監

7月

二点目は技能労働者の処遇です。特に
（一定の年齢以

す。直轄工事においても、主任（監理）

理）技術者の配

6月

度以降の直轄土木工事の工期設定及び
日給・月給制の労働者は土曜日が休日
下）の専任配置

完全週休二日を確保するにあたって

技術者、担当技術者の平均年齢は経年

置を参加要件に

5月

作業不能日の条件明示」
（平成九年五
となることにより所得が減額すること

の課題は大きく二点あります。一点目

で高まっており、技術の伝承等が課題

設定した試行

■余裕期間制度の積極的な活用

〇受注者が建設資材や建設労働者等の確保を円滑に行えるようにするとともに、受注者側の観点から平準化を図るため、
余裕期間制度を積極的に活用。

実工期の30％かつ４ヶ月を超えない範囲で発注者が設定した余裕期間内において、受注者が工事開始日を指定または
選択できる制度。

■工期が複数年度にわたる工事・業務への適切な対応

〇上記取り組みを行った結果、工期が複数年度にわたる場合は、国庫債務負担行為制度、翌債（繰越）制度を適切に活用。

図１．施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行について（H27.12.25官房長通知）

ととしています。

響などのフォローアップに取り組むこ

適宜改善を行いながら試行の効果や影

4月

月二一日建設省技調発第九七号）にお
を加点評価する

建設現場における完全週休二日制の

② 主任（監理）

への懸念があげられます。

対応とする」とされています。しかし
確保に向けた取り組みは始まったばか

技術者の実績の

い て、
「 四 週 八 休（ 完 全 週 休 二 日 制 ）
ながら、実際には完全週休二日をほと
りであり、課題も数多くあります。し

代わりに専任補

試行

んど確保できていないのが実態です。
かしながら完全週休二日が当たり前に

は繁忙期である下半期は土曜日を作業

になっています（図２）
。これらの課題

なお、これらの試行は、競争参加者

平成25年

平成24年

週休二日制については、平成四年に

価する試行

日とする建設業界の習慣です。この対

の対応や、また、若手技術者に責任を

等から積極的に若手技術者を配置でき

5,000

助者の実績を評

より、建設現場で働く労働者の処遇改

③ 主任（監理）

応としては、建設業界全体で完全週休

与え仕事への情熱や誇りを与えること

るためによいとの意見がある一方、若

平成26年

〇工事の性格や地域の実情等を踏まえ、特に以下の
事項に留意し適切な工期を設定。
同工種の過去の類似実績を参考に、必要な日数
を見込む。
降雪期における作業不能日数を見込む。
年度末にかかる工事を変更する際には、年度内完了に固執することなく、必要な日数を見込む。

6,000

なっている昨今、若年者の確保はもと

曜日が休みとなることから普及し、平

善のためにも、官民連携して取り組ん

技術者の同種工

二日が常識となるよう意識改革が必要

を目的に、実績の少ない若手技術者を

手技術者が不足しており配置が困難で

〈現在〉
繁忙期と閑散期
の幅は約2倍

平準化
閑散期と繁忙期の
幅を小さくする

7,000

小中学校及び高校の多くで毎月第二土
成一四年からは完全週休二日制へと移
でいく必要があります。

事実績におい
て、現場代理人
や担当技術者と
して従事した実
績も同等評価す

となると考えます。そのためには上記

配置しやすくするよう、総合評価にお

る試行

9,000

で述べた施工時期等の平準化、適正な

冒頭に、建設業就業者において若年

若手技術者の登用を促す取り組み

直轄工事における

行しました。このような状況下におい
て、現在、若者のほとんどが幼少期か
ら土日が休日であることが習慣化して
おり、完全週休二日制を確保できない
建設業への入職は敬遠されがちです。
このため若者の入職・定着の観点から、
完全週休二日の確保を目的とした試行

10,000

あるなどの意見もあることなどから、

工事を実施しています。

現在の工事件数（直轄工事）

いて下記の取り組みを行っています。

8,000

■適切な工期の設定

11,000

〇早期発注や国庫債務負担行為の適切な活用により、
計画的な発注を推進。年度内の工事量の偏りを減ら
し、施工時期を平準化。

（件数）

■計画的な発注の推進

工期の設定が必要不可欠となります。

〇 運用指針の趣旨を踏まえ、更なる施工時期等の平準化を図るため、計画的な発注や適切な工
期の設定等を進めることとしたところ。
〇 以下の内容について官房長から各地方整備局長等に文書を発出。
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います。一日のうち長い時間を過ごす

でも利用しづらいトイレが設置されて

まだまだ男女別でなかったり、衛生面
（

go.jp/common/

http://www.mlit.

のホームページ

なお、国土交通省

・エチケットボックス設置

・乾燥室の設置

・シャワー室

・女性向けの作業着等の整備

う負のイメージを改善し、トイ

より、現場のトイレは汚いとい

していきます。この取り組みに

様を決め、現場への導入を促進

において必要となるトイレの仕

半減してしまいます。現在、担い手の

あっても、労働環境が悪くては魅力が

ることが重要です。また、働きがいが

休日の確保、働きがいがある職場であ

めには、
給料の増加、

す。受発注者一体となって魅力溢れる

のためにもなくてはならない職業で

す。建設業は地域の安全・安心の確保

かりと根付かせて行く必要がありま

図3．建設現場における仮設トイレの事例集

産業になるよう努めていければと思い

内装例

確保に向け様々な取り組みがなされて

※掲載されている仕様等は、メーカーからの提示によるものであり、実際の設置に
あたっては異なる場合もある。

なくなるよう取り組

場所だからこそ衛生的で綺麗なトイレ

・施錠設備

男女別であったり、水洗トイレが導入

の設置が重要です。また、女性が働き

）にお
001103629.pdf
いて「建設現場にお

・広めの便室

・水洗トイレ

んでいきます。

やすい現場環境になれば、男性にとっ

ける仮設トイレの事

・防音性（男女共）

レに行くことを我慢したり、水

建設業がより魅力

・洋式便所（洗浄便座）

・鏡、手洗いの設置

されていますが、建設現場の多くでは

女性技術者に建設現場において改善

ても働きやすく、ひいては、若

例集」を掲載し、現

H19年度

H20年度

H21年度

H22年度

H23年度

担当技術者
主任（監理）技術者

トイレ設置事例

ます。

事を実施し、利用者へのアンケ

・施錠可能なロッカー

・女性専用での設置

現場の環境改善に向けた

すべき点を尋ねるとトイレの改善が挙

年者も入職しやすい環境になり

場環境に合った製品

※工事実績データ（コリンズ）に基づき、直轄工事に配置された技術者の年齢を整理

誰もが使いやすいトイレの導入

がってきます。大規模な現場であれば

ます。そのため国土交通省では

今年度、誰もが使いやすいト

を選択できるよう情

H18年度

・喫煙室の設置

・分煙器の設置

いますが、かけ声だけに終わらずしっ

国土交通省では「もっと女性が活躍できる建設業」を目指して、国土交通省と建設業5団体と検討会を実施し、
「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」（平成26年8月22日）を策定した。
本誌は、具体的な取り組み「女性も働きやすい労働環境の整備」として、現場におけるトイレの具体的な事例
を紹介するものである。
なお、本誌で紹介するトイレは、男女別に設置することを基本に下記の意見を取り入れた施設とし、調査や応募
にご協力頂いたメーカーのすべての製品である。
設置にあたっては、導入する現場環境にあった製品を選択するためのツールとして本誌を活用されたい。

分摂取を控えるといったことが

溢れる産業となるた

ることとしています。モデル工

国の事務所で各三件程度実施す

イレを設置するモデル工事を全

図2．直轄工事における技術者の平均年齢の推移

ート調査などをもとに建設現場

お わ り に

現場の環境改善の第一歩として

36.1歳

外装例

・休憩室を兼ねて設置

その他

報提供をしています

36.0歳

・目隠

・２坪（1.8m×3.6m）程度以上 ・冷暖房設備の設置

・個室

トイレ

・女性専用の設置

・畳、カーペット敷き

更衣室

トイレや更衣室（休憩室）の改

年齢の平均
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35.6歳

H24年度

35.7歳

30歳

35.4歳

36.7歳
34.9歳
35歳

休憩所

（図３）
。

特集

社会資本整備と建設生産システム

45歳

38.3歳
40歳

46.1歳
45.5歳
45.3歳
44.9歳
44.6歳
44.4歳
44.1歳
44.2歳

現場事務所 ・長靴洗浄機の設置

H25年度

善に取り組んでいます。

50歳

寿延

続して効果を発揮するというインフラ

フロー効果は、需要創出効果で、短

も、役所の消費財の購入等の経常支出
金でも発生します。どの施策が景気浮

期的な効果、一定期間に生じる量（フ

から読み解くことを試みてみたいと思

揚効果が高いのか？アメリカでは図表

ロー）として捉え、ストック効果は、

本来の効果です。

１のように、議会がそれぞれの施策ご

施設供用効果で、継続的な効果、ある

や、こども手当のような個人への給付

インフラ整備の効果とは？

とのフロー効果の検証を行っていま

います。

国土交通省 総合政策局 事業総括調整官

佐藤

社会資本のインフラ・ストック
効果とは何か

は じ め に
道路や港湾、ダム、堤防といったイ
ンフラの蓄積が、アクセス向上や物流

（１）
インフラのフロー効果とストック効果

時点に存在する量（ストック）として

コストの低減、安定した水供給や水害

インフラ整備の効果については、本

一方、ストック効果は、インフラが

しれません。

す。しかし、インフラ以外の施策は、

の防止など我々の暮らしと経済活動を

来持つストック効果と景気対策として

社会資本として蓄積されることで発揮

（２）
ストック効果は大きく三つに分類

捉える。このようにキーワードを並べ

支えていることに異論を挟む人はいな

の側面を持つフロー効果が話題になり

される効果で、例えば、道路ができて

ストック効果をもたらしません。

いと思います。個々の事業がどのよう

ます。

動や生活にどのような効果をもたらし

出され、経済全体が拡大する効果とさ

雇用、所得等の経済活動が派生的に創

大することがあります。フロー効果を

が三往復が可能になるなど生産性が拡

えばトラックが一日二往復だったもの

早く移動できるようになることで、例

区分されます。

生産拡大効果（生産力効果）の三つに

の向上効果（対人サービス効果）
、③

心効果（国土保全効果）
、②生活の質

ストック効果は、大きく①安全・安

て両者を比較するとわかりやすいかも

な効果があるかを説明することはでき

ているのか？マクロ的に問われた時に

れており、機動的な財政支出により景

もたらす施策の中で、インフラのみが

フロー効果は、投資による、生産、

は、即答することは難しいのではない

気を支える側面からその効果を見たも

有する特性であり、蓄積しながら、継

ると思いますが、我が国全体の経済活

でしょうか。ここでは、インフラのス

のです。フロー効果はインフラ以外に

安全・安心の効果は、河川、ダム、

トック効果について、マクロ的な観点
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個人への給付

0.4

2.1
退職者の短期雇用

0.2

1.0
低中所得者向け減税（2年）

0.3

1.5
高所得者向け減税（1年）

0.1

0.6
住宅購入者への支払猶予期間延長

0.2

0.8
0

0.4

で、マクロ的なアプローチを考えてみ
ます。

マクロ的視点でＧＤＰと
ストック効果の関係を読解

マクロ経済的に見たＧＤＰと
ストック効果の関係は？

図表1．米国景気対策によるマクロ経済効果
（フロー効果）
の推定（2009～2013）

係を示す式―１が提案

ＧＤＰと生産要素の関

今から約九〇年前に

なっています。

済学で大きなテーマと

ものが生産関数で、経

生産要素の関係を示す

れています。ＧＤＰと

出典：Congressional Budget Oﬃce (2013) ＂Estimated Impact of
the American recovery and reinvestment act on employment and
economic output from October 2012 through December 2012”

されました。提案した

雇用の誘発

生産拡大効果
・移動時間の短縮
・輸送費の低下
・貨物取扱量の増加 等

砂防、海岸等の国土保全基盤型インフ
1.8

経済学者の名前を冠し

生活の質の向上効果
・生活環境の改善
・アメニティの向上 等

ラで災害発生時にその影響を最小限に
抑えます。当然のことながら、災害が
発生するような状況になるまでは、そ
の直接的な効果は発現しないこともあ
り事前に効果を測定することは難しい
という特性があります。また、安全性
が増した土地には企業・住宅等が立地
することから、生産拡大効果をもたら

0.4

経済学では、土地、労働、資本が生

安全・安心効果
・耐震性の向上
・水害リスクの低減 等

ストック効果

すことも期待できます。

2.2

てコブ・ダグラス関数

所得増加による消費の拡大

社会資本の効果

生産活動の創出

フロー効果

生活の質の向上効果は、公園、上下
水道、文教施設などの生活基盤型イン
フラで、直接住民に便益を与える効果
があります。
生産性の向上効果は、道路、港湾、
工業用水などの生産基盤型インフラ
で、輸送時間の短縮等の生産性を向上
させる効果があります︵図表２︶
。
これらの効果は例えば、製造品出荷
額の増加や、企業の立地件数、地価上
昇等で事後的に経済効果を推定するこ

0.4

大効果がＧＤＰそのものにどのように

とはできます。しかしながら、生産拡

2.5
連邦直接支出（調達）
：
エネルギー関係投資、新技術関係投資、
官庁営繕基金 等
インフラ投資向けの州・地方政府への移
転・補助（水道事業、住宅建設、高速道路整
備、その他交通関連）
インフラ投資以外の移転費：
福祉、教育 等

産に用いられる資源（生産要素）とさ
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低推定 高推定

効くのか？明確ではありません。そこ

図表2. インフラ整備による効果

0.5

法人税減税

乗数
項目

社会資本整備と建設生産システム
特集

アッシャウアーは式―２のように、

を達成するためには、Ｋ（民間資本）

β

れている、実質二％、名目三％の成長

労働と資本の関数として示してきた生

の項、Ｇ（社会資本）の項を増加させ

一九七〇年代以降、アメリカでは、
生産性の増加率が低下することが問題

産関数式から、民間資本と社会資本を

なければならないことは、式―３から

という論文を発表し

（政府
productive?
支出は生産的か？）
」

進み、相次ぐ橋梁の落橋等、
「荒廃す

政策で建設されたインフラの老朽化が

α
γ
Ｙ＝Ａ・Ｌ
・Ｋ・Ｇ

γ

となります（いわゆる「生産性のパズ

分離し、回帰分析によりその妥当性を

ま す。こ の 論 文 で、

るアメリカ〝 America in Ruins
〟
」が
社会問題化する中、この考えは受け入

国内では官民対話が始まり、民間投

資の拡大が議論になっていますが、生

産関数から見れば当然の対応です。社

会資本については老朽化により減耗し

ていくこともあり急激に総量が増える

ことは難しいと思いますが、べき乗で

資産）の伸びと相関

産（減耗分を除いた

の項は将来減少していくことは容易に

少子高齢化を踏まえると、
Ｌ（労働）

（１）
インフラ・ストック効果から見た
成長のシナリオ

の研究では、一九八六～二〇〇八年の

います。東京大学の林教授による最新

港湾、空港、下水道、廃棄物処理）を

期間について社会資本五部門（道路、
を持っているとの指

の経済学者による研究成果が蓄積して

この生産関数については、過去多く

ます。

効果を増大させることが一層求められ

わかります。賢く使い、よりストック

ていくことが成長の条件となることが

一単位あたりの生産性拡大効果を高め

効くγを増やしていくこと、
すなわち、

（式―３）

と呼ばれています。

全要素生産性（TFP）

β

ル」
）
。その原因については、エネルギ

γ

一目瞭然です。

Ｇ ： 社会資本

Ｙ＝Ａ・Ｌ・Ｋ・Ｇ

β

示しています。これによりインフラの

p u b l i c

α

ー価格の高騰など諸説ありましたが、

I s

生産性増加率低下の

れられ、この後、アメリカだけでなく

折しも、半世紀前のニューディール

原因として、アメリ

日本においても、急速に研究の蓄積が

expenditure

カの社会資本ストッ

進みます。
ていることを挙げま
した。特に図表３に
見られるように一九
五〇年以降のアメリ
カの生産性の推移

ストック
効果

想定できます。成長戦略に位置づけら

が、社会資本の純資

少子
高齢化

摘でした。

経済成長の源泉
インフラ・ストック効果

クの伸び率が低下し

「

ッシャウアー教授が

ストック効果がＧＤＰにどう効くの

（式―２）

いずれも決定的なものとなりませんで

出典：D. Aschauer (1989)“Is Public Expenditure Productive?”

β

0

か、研究が始まりました。

図表3. 1950年以降の米国の生産性と社会資本純資産の推移

α
（式―１）
2

Ｙ＝Ａ・Ｌ・Ｋ

2

した。そういった中、一九八九年にア

3

Ｙ ： 生産量、Ｌ ： 労働、Ｋ ： 資本、Ａ ： 技
術 進 歩 等で変 化する係 数、α： 労 働 分 配 率、
β ： 資本分配率

1

この式の提案時点では、社会資本に

1

標準化された値

85
80
75
70
65
60
55
1950

ついては考慮されていません。

非軍事資本への純投資
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国は、投資規模を明確にした長期計画

対象に、コブ・ダグラス型生産関数を

このシナリオを明確にしていかなけれ

る。また、ＧＤＰの押し上げ効果は、

用いて推計した結果、八〇年代と比べ
析を行うためコブ・ダグラス型の生産

昨年六月に我が国政府の経済・財政

ばなりません。ストック効果の発現が、

う興味深いレポートを出しています。

て社会資本の蓄積のスピードが鈍化し
関数をベースとしたインフラの生産拡

諮問会議が決定した「骨太の方針二〇

まさに我が国の経済成長ひいては財政

を持ち得ておらず、投資の増大を示す

た二〇〇〇年代に入って社会資本の生
大効果を取り入れた財政金融グローバ

一五」では、実質ＧＤＰ成長率二％、

状況の好転の命運を握っています。

インフラ投資の効率性が高い場合、さ

産性が大きくなっている可能性を指摘
ル統合モデルというマクロ経済モデル

名目三％程度の実現を目指すとしたう

（３）
今後のインフラ整備の方向性

ＩＭＦは、財政・金融政策の効果分

しています。この背景としては、林教
を構築しています。このモデルによる

えで、平成三〇年度のＰＢ赤字の対Ｇ

のではなく、投資の効率化・重点化で、

授は、二〇〇〇年代に入って厳しい財
インフラ投資の効果の分析結果を報告

ＤＰ比▲一％程度までの削減を目指す

らに強力になるとしています。

政制約の中で公共投資の規模が減少す
しています。

と指摘しました。

一定の効果を出している可能性がある

効率的なインフラ整備を進めたことも

ンフラ投資の増大が短期的には、民間

生産プロセスは想像しがたいとし、イ

ターにおいて、インフラに依存しない

レポートでは、経済のあらゆるセク

と、よく似ていることがわかると思い

的債務の対ＧＤＰ比減少のシナリオ

期ＧＤＰ増加↓中長期ＧＤＰ増加↓公

ＩＭＦの描いた、インフラ投資↓短

①改めてストック効果重視という視点
に立ち返る

べきか〟
。五つのポイントを紹介します。

た。では最後に、このために〝どうす

試算結果などから話を進めてきまし

ここまで、インフラのストック効果

るとともに、Ｂ／Ｃ分析等を通じて、

（２）
海外では、インフラ プッシュ？

、Ｇ
投 資 を 呼 び 込 み（ crowding ）
in
ＤＰを増大させ、中長期的にも供給拡

ます。違いは、現下の財政情勢から大

我が国のインフラ投資規模の推移を

の最大限の発現が、この国の成長に不

るのでしょうか。最近アジアインフラ

大効果によりＧＤＰを増大させ、ＧＤ

幅なインフラ投資の増大が見込めない

グラフで見ると、いったん大きく増え

（平成二七年度▲三・三％見込）とし

投資銀行の設立が話題になりました

Ｐに占める債務の割合（債務対ＧＤＰ

中、投資の増大ではなく、投資の効率

て、減少していることが一目でわかり

可欠なことを理論面や国際金融機関の

が、インフラ投資に対してはどのよう

比）
をむしろ減少させるとしています。

化・重点化でこのシナリオを達成しな

ています。

なスタンスになっているのでしょうか。

先進国の平均的ケースの試算とし
させた場合、初年度ではＧＤＰを約〇

て、インフラ投資をＧＤＰの一％上昇

先進諸国の多くは、投資規模を明確

貿易黒字が国際問題となります。内需

では、海外ではどのようになってい

二〇一四年一〇月に、ＩＭＦ（国際
通 貨 基 金 ） は、
「 Is it time for an

にした長期計画を策定し、インフラ投資

拡大への取組がなされる中、それでも

一九八〇年代から日本の経常黒字、

ます︵図表４︶
。

infrastructure push? The

を通じた発展のシナリオを描いていま

不十分ということで一九八九年から日

ければならない点です。

macroeconomic effects of public

四･％、四年後においてもＧＤＰを約
一・五％上昇させ、効果が持続し、公

す。ＩＭＦのシナリオとは異なり、我が
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的債務の対ＧＤＰ比はむしろ減少す

（インフラ プッシュの時か？
investment
公共投資のマクロ経済的効果）
」とい

社会資本整備と建設生産システム
特集

資量を増やすことが求められ、一九九
りますが、日本の抱えている累積財政

政府の大きさには様々な考え方があ

断に取り組んでいく必要もあります。

一年から一〇年間で四三〇兆円の公共
赤字がＧＤＰの二倍を超えているのは

米構造協議が開始されます。日本の貯

投資の実施を約束する最終報告書がま

05

大させるといった取り組みにより、財
す。このような観点から選択と集中を

政健全化と両立させることも重要で

議論です。インフラの本来果たすべき

図る必要があります。
④マーケットイン、ユーザーインへの転換

を確保するためには、生産性の向上は

前と同じ、もしくはそれを上回る成長

て見通せる事象です。少ない人口で従

一方で人口減少はある程度確度をもっ

ェックを行う必要がありますが、その

うことになります。このため、随時チ

確実性を内包しつつインフラ整備を行

経済社会の今後の予測は難しく、不

ら脱却して、マーケットイン、ユーザ

手から使い手への一方通行的な概念か

ます。情報公開など、インフラの作り

て役に立ってこそ本来の機能を発揮し

くことが必要です。インフラは使われ

層徹底して、システムにも反映してい

ーからの視線を第一に考える態度を一

それを活用する市場、あるいはユーザ

用され、
その効果を発揮するためには、

る発着回数の増加は典型的な取組です。

ば、羽田空港の飛行経路の見直しによ

に効果をあげることもできます。例え

まく使う〟
、
〝賢く使う〟ことで、さら

成り立っています。これらをさらに〝う

過去のインフラ投資の積み重ねの上に

冒頭触れたように、我々の暮らしは

⑤既存ストックの蓄積を最大限に活かす

インフラがストックとして有効に活

不可欠です。また、需要が減少するイ

ーインの考え方でシステムを転換して

ストック効果について概念的、理念

◆ ◆ ◆

ンフラもあります。集約・再編にも果

②人口減少と正面から向き合う

る必要があります。

役割であるストック効果重視に立ち返

一貫していたのは、フロー効果偏重の

規模となっています。これらの過程で

で、小泉改革から減少に転じ、現在の

年予算では五 五･％増と大幅に増加し
ます。その後の展開はグラフのとおり

03

11

09

07

95

93

91

※１ 平成21年度当初予算については、特別会計に直入されていた地方道路整備臨
時交付金相当額が一般会計計上に変更されたことによる影響額を含む。
※ 2 平成23・24年度予算については、地域自主戦略交付金の影響を含む。
※ 3 平成25年度予算については、東日本大震災復興特別会計への繰入れを含まな
い。
※ 4 平成26年度予算については、社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う影響額
を含まない。
※ 5 平成27年度予算については、社会資本整備事業特別会計の廃止に伴い一般
会計に計上することとなった直轄負担金等を含まない。

図表4. 国土交通省関係公共事業関係費（当初予算）の推移
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