年々減少を続けるインフラ整備投資が

インフラの使用自体も少なくなる中、

和由
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建山

これからの建設技術者に求められる
資質とその育成

建設業の体質改善に向けて

１は総務省統計局が公表している日本

て社会インフラの新規建設は勢いをな

一方で、日本の総人口の減少に則し

増加に転じることを期待することは、

の人口推計を表している。二〇一五年

くしつつも、人々の活動と生活を支え

日本の将来を考える上で、人口の推

時点の日本の総人口は一億二六五九万

るインフラの維持管理に伴う工事は今

益々難しい状況になると予想される。

七千人で、このうち生産年齢人口とよ

後益々増えていくことが予想される。

移予測は極めて重要な論点となる。図

ばれる十五歳から六四歳までの人口は
よると今後、総人口、生産年齢人口と

も今まで以上に力を入れていかなけれ

する自然災害に備えるべく、災害対策

また、地震、豪雨、火山など年々激化

も減少を続け、三〇年後の二〇四五年

ばならない。

七六八一万八千人である。この推計に

には生産年齢人口は現在の六九・七％

も大きな影響を及ぼす。直接的には建

生産年齢人口の減少は、建設産業に

平均の七六％と低迷している。また、

しつつあるものの、賃金水準は全産業

前に比べると労働の環境や条件は改善

れておらず、今後、建設産業を支える

危険の３Ｋと呼ばれる状況から脱しき

他産業に比べると依然、きつい、汚い、

産業の三二％を占めている。すなわち

これらの仕事を担う建設産業は、以

設従事者減少の加速が懸念されるが、

年間総労働時間は全産業平均の一一八

になることが予想されている。
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図２．産業別労働生産性の推移2)
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される。
この原因の一つと考えられているの
が、低迷する建設産業の労働生産性で
ある。図２は産業別の労働生産性の推
移を表している。この図から明らかな

いくことを目指すとしている。

３Ｋを実現し、建設業の体質を変えて

り生産性の向上をもたらし、もって新

もいえる。このような状況の中で始ま

図２の生産性の低下の一因であったと

ている。

った i-Construction
では、これまでの
方法を大きく変える取り組みが始まっ

と 技術開発
i-Construction

では、二〇一六年度に生産性の大幅な

このような状況を背景に国土交通省

とができ、これが、 i-Construction
の
取り組みのスタートになった。

を上げる余地を残していると考えるこ

逆の見方をすれば、建設業は、生産性

建設業は逆に低下させてきた。
しかし、

年間で生産性を二倍に向上させたが、

先端技術を導入することにより、二〇

後から生産ラインに自動化技術などの

る。そのおかげで、日本は、諸外国か

られる仕組みを構築してきたといえ

ば一定の品質のインフラが効率的に造

れらの基準やマニュアルに従っていれ

施工のマニュアル化を図ってきた。そ

めに設計を体系化し、
基準を設定して、

整備されてきたが、これを実現するた

り、水道、下水、高速道路と短期間に

な社会資本は明治以降、鉄道から始ま

を表したグラフである。日本の近代的

図３は、日本の社会資本整備の推移

なわち、現場毎に発注者と企業が一緒

に合わせて考えていくことになる。す

めに、どの技術をどう使うのかを現場

はない。今後は、その基準を満たすた

は、まだ完全に確立されているわけで

れを満たすために使う技術について

マニュアルは大きく改訂されたが、そ

て大きく見直された。ただし、基準や

マニュアルがＩＣＴの導入を前提とし

これまで固定されがちであった基準や

を用いた公共測量マニュアルを始め、

アルの抜本的な見直しである。ＵＡＶ

本稿では、 i-Construction
の導入に
伴い技術者が特に身につけることを求

が求められることになる。

勢と自らも新しい技術を創り出す資質

その象徴的な事例が、基準やマニュ

改善を通じて、建設業を高水準の給料

ら驚かれるほどのスピードで一定品質

に考え、最適な方法を追求していくこ

～技術者の現場回帰の勧め～

と休暇、ならびに希望の﹁新３Ｋ﹂で

のインフラを整備することができた。

ように、一般製造業は、一九九〇年前

象徴される産業に変えていくことを目

る非効率性を改善する規格の標準化と

積極的活用、単品・現場生産に起因す

では、一
出した。この i-Construction
般製造業に比べて遅れていたＩＣＴの

設の仕事からは創造性が少なくなり、

が中心になっていった。結果として建

ているか﹂をチェックする管理の仕事

や﹁マニュアル通りに構造物が造られ

者の役割は、
﹁基準を満たしているか﹂

のさらなる合理化に向けて、新たに開

い技術を身につけるととともに、建設

ことができるだけでは不十分で、新し

これまでの技術論を学び、それを使う

養も大きく変わってくる。すなわち、

これに伴い、技術者に求められる素

生産性が低迷していた土工に焦点を当

国交省が推進する i-Construction
で
は、まず最初にトンネル工などに比べ

められている技術論と姿勢について説

一方で、インフラ整備における技術

部材のプレキャスト化、時期により偏

それとともに新しい技術の導入に対し

二次元思考から三次元思考へ

明する。

りが顕著な発注の年間を通じての平準

建設業界の働き方改革の推進

てて、
ＩＣＴの全面的な活用を促進し、

集

発される技術を積極的に取り入れる姿
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ても積極性が低下していった。
これが、

とになる。

なる政策を打ち
指し、 i-Construction

図３．日本の社会資本整備の推移
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化などを柱に据えて、様々な施策によ
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は、実現象をより厳密に、かつ分かり

三次元データを活用することの利点

スで行うことが目指されている。

ベースで行っていた議論を三次元ベー

称である。ここでは、これまで二次元

地などの土構造物を構築する工種の総

た。土工とは、土を動かして道路や宅

生産性の向上を図っていくことになっ

そのためには経験と時間が必要であっ

の図形のイメージを作らざるを得ず、

正確に把握するには、頭の中で三次元

れらの二次元の図面から物体の形状を

表現せざるを得なかった。しかし、こ

のように平面図と三方からの側面図で

物体を図面上で表現する際は、図４

面を表している。これまでこういった

えば、図４ は、ある物体の二次元図

ルが強く求められることになる。

技術者には、三次元データを扱うスキ

いる。この意味から、これからの建設

産性の向上をはかることが目指されて

の効率化や省人化を実現し、もって生

かされている。これにより、土工全体

の操作の自動化や出来形の確認にも活

らの三次元データは、建設機械の一部

最初から三次元の図面で表現すると物
体のイメージを簡単に把握することが

～映像の有効活用を事例として～

生産性向上に寄与するユニークな取り

がスタートして三年
i-Construction
半が経ち、
当初想定していた以外にも、

土工は、
通常、
図５に示すように﹁測

組みがローカルの企業により始められ
る事例が見られるようになった。その

有システムの構築に取り組んだ。この

手順で工事が行われる。これまでの工

では、三次元データを各工程で横
tion
断的に活用して、合理化を図る取り組

会社では当初、三次元データを駆使し

一例が現場映像の活用である。愛知県

みが進められている。例えば、測量で

た設計や施工の実施を検討していた

ータの撮影と活用を行った。この際、

事では、二次元の図面での議論が行わ

は写真測量の原理を活用して、現場の

が、自社の技術レベルに照らし、より

動画はデータの容量が大きくなるた

小牧市の可児建設では、愛知県庄内川

上空からドローンを使って現場を測量

簡便に情報を共有・活用することので

め、タイムラプス技術を取り入れ、保

の河川堤防の補修工事で新しい情報共

し、三次元の測量データを作成する手

きるシステムを考案し、実際に現場に

３次元

法を導入する現場が増えている。
また、

存容量の圧縮を行った。また、タイム

２次元

検査

適用した。

図５．情報化施工とi-Construction3)

三次元測量で得られた現場のデータに

れ て き た。 こ れ に 対 し、 i-Construc

量↓設計・施工計画↓施工↓検査﹂の

できる。

改善の取り組み

易く表すことができることにある。例

（a）

た。これに対し、図４ に示すように

（b）

施工

設計・施工計画

測量

（a）

ミュレーションが行われ、さらにそれ

基づき、構造物の設計や施工計画のシ

ビデオカメラを設置し、現場の動画デ

この現場では、主要な箇所に固定の

再生することができるため、現場作業

ラプス映像は長時間の映像を短時間で

₅1

（b）
3次元図面による表現
（a）
2次元図面による表現

杉浦伸哉氏）

図４．物体の形状把握における３次元の有効性（資料提供（株）大林組
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さらに、現場の映像を発注者と共有

様々な用途に活用した。

合 が 生 じ た と き の 原 因 分 析 を 始 め、

を技術者教育、施工計画の検証、不具

の利点を活かし、同社では、現場映像

の確認や変化の把握が容易となる。こ

例といえる。現場での課題とその改善

みが、国の標準になる可能性もある事

た。地方の一建設会社が始めた取り組

記録映像活用試行要領 同･解説が二〇
一七年にとりまとめられるにいたっ

の現場で映像活用の試行を行い、工事

みに国土技術センターが注目し、全国

していく素養が求められるといえる。

積極的に行い、かつそれを現場に実装

新しい技術の導入や取り組みの工夫を

題からスタートしてその改善のために

ち、これからの技術者には、現場の課

上で、
注目すべき事例と考える。
すなわ

者はその時間を使い、現場により深く

であり、それらはＩＣＴに任せ、技術

づく管理はＩＣＴが得意とするところ

る。すなわち、基準やマニュアルに基

ではこの
う と し て い る i-Constuction
状況を大きく変える可能性を有してい

二〇一一年に関西経済連合会から出

設の技術力を高めていくことを大いに

改善のための工夫と実践を通じて、建

者が現場における課題を認識し、その

関わることができるからである。技術

することにより、立ち会い検査の代替
に向けた工夫と実践が実を結んだ結果

されたレポートで絶滅危惧分
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と言え、これからの技術者像を考える

特

図７．現場映像を活用した技術者教育

も検討が始められている。この取り組

図６．タイムラプスによる映像の活用

