
 

 
 

 
 
 
 
 

第３３回定例懇談会 
 

「話題 ：「ＡＩ社会を迎えるにあたって建設・コンサ

ルタント業の近未来への対応」 
 

話題提供者 大野博久氏 

日時 ： 平成３０年５月１６日（水） １４：１５～１５：５５ 

場所 ： 建設コンサルタンツ企業年金基金会議室 
 



討 論 の 概 要 

 

大野氏作成の資料説明の後、自由討論・意見交換した、その概要は次の通り。 

 ＡＩの進展は間違いなし、米国は巨大 IT 企業を中心にトップを走り、続いて中国が国策として取

り組み、ＥＵは特に独仏が熱心で、それに比べると日本は後れを取っているのではないか、日

本は中国と組むことは難しいが、欧米との連携を図るべき。 

 米国のレイ・カーツワイルが提言した、2045 年に「シンギュラリティ」が“起こる”・“起こらない”の

議論が様々有るも、まだ判断はまちまちのようだ。”我思うゆえに我有り”のように、意識は人間

特有のものではないか、超人ＡＩが全てを代行することは有りえないと感じる。他方で、汎用でな

く、専門毎には特化型ＡＩにつきどんどん研究や対応を進めていくべきではないか。いずれにし

ても第四次産業革命へと動いている。 

 ＡＩを使いこなすのは私達。大人のＡＩはロボットを例に挙げれば生産性の向上も見込めるし、便

利でどんどん進めるべし。他方、子供のＡＩはディープラーニング的で成長過程における勉強と

も解釈でき、経験知、認識機能を高めるもので、自ずと種々の制約があるはず。生物としての

人間的感性を持つ汎用ＡＩを作るべきかそうでないかは人間が判断すべき。 

 工学の領域では人間判断が入り・かつ重要で、人間的感性を持つ汎用ＡＩには不安がある。 

 ダボス会議２０１８でのＡＩの議論などを見ると、建設業界では、現時点で汎用ＡＩを考える必要

は少ないのではないか。 

 米中は倫理規定の意識が異なり一神教的な見方を取るが、日本は多神教的で幅広く倫理的

な面も提案していて、とても大切な役割を果たし得る。 

 日本のトップは本当にこれらの課題を認識しているのかいささか心配。 

 これまで技術的な進歩は少なからず軍事産業が取り込み大きな前進を図ってきていて、今後も

この進展は止められないが注意が必要。 

 建設・コンサル業界に焦点を当てると、ＡＩ活用で具体的には設計施工一体化などでかなり有

効と感じられる。例えば BIM を推奨するためにも 2 次元図面から３D モデルへ移行。 

 現在先行的な取り組みは、気象や自然環境などを大きくとらえ、人に利することが多く、先ずは

これを伸ばしていき、さらにはどのように融合させていくかで像が見えつつある。 

 国が、例えば地質データをはじめどんどん公開して、それを建設・コンサルが活用し、その成果

をプロポーザル提案などでさらに生かして行けば、良い意味の循環が起こるとよい。 

 建設・コンサルも分野毎に良いリーダーを生み、ＪＶを組むなどしながらさらに磨かせて行くなど

していくと、技術者の養成につながる。また、企業の壁を超えてプロジェクトチームの編成や人

材交流が活発化する。（ヘッド・ハンターや人材派遣機関） 

 例えば、既に大手の建設会社は自らの弱い所を承知していて、環境や・土壌対策で秀でたコン

サル技術者をどんどん引き抜いており、特別な専門的な領域で技術者を育てることが必要だし、

技術者自身自らがどのように生きるべきか、磨き上げていく努力も大切。 

 国交省はこのような時代背景をもとに、どのような業務の出し方をするか，近未来のＡＩ対応し、

業務の展開に応じた人の移動などを含めて、どのように業務体制を再構築していくか、議論の

輪を広げてほしい。 

 第４次産業革命に向けて建設・コンサル業界も真摯に語り合い、具体の方針を提示していくべ

き。 

以上 (文責秋口)。 
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１．活発化する AI･人工知能関連の動き 

１）ＡＩ・人工知能の展示会・イベント�

 
（１） 「AI・人工知能 	 EXPO」	

	
名称：第 1 回 AI・人工知能 EXPO（1st AI EXPO ） 

第１回：２０１７年６月２８日（水）～３０日（金） 第２回：２０１８年４月４日（水）～６日（金） 

第３回：２０１９年４月３日（水）～５日（金）  東京ビッグサイト  主催：リード エグジビション 

ジャパン株式会社 

��

（２）「ビジネス AI	2017」	

�

ディープラーニングや機械学習といった定番から、ビッグデータやマーケティング関連など

人工知能に関する幅広い分野の製品展示が対象となっており、業務改善や効率化を検討し

ている幅広い層のビジネスマンにリーチする人工知能のサービスが網羅されている。 

2017 年 10 月 11 日(水)～10 月 13 日(金) 東京ビッグサイト  主催：日経 BP 社 

��

（３）”CPS/IoT”総合展 「CEATEC	JAPAN」	
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�

「CEATEC」は従来のエレクトロニクス総合展から CPS／IoT 総合展と改めたものである。

「AI-人工知能パビリオン」、「CEATEC×産総研人工知能カンファレンス」に人気がある。今

現在の最先端 IoT AI 事情を知りたい人には CEATEC がおすすめである。  

名称：CEATEC JAPAN 2017（シーテック ジャパン 2017） 

2017 年 10 月 3 日(火)～6 日(金)  幕張メッセ  主催：CEATEC JAPAN 実施協議会  

��

（４）ネットワークコンピューティング展示会 「Interop	Tokyo	2017」	

�

「Interop」は主にネットワークコンピューティングに関連する展示会である。特別企画の

「IoT×AI×5G World」ゾーンでは、IoT に関する最新技術・ソリューションの紹介がメインにな

る。IoT に密接なキーテクノロジーである「人工知能」、第 5 世代移動通信システム「5G」の最

新動向もチェックできる。その他、「Security World」や「SDI/NFV Showcase」など注力テーマ

にフォーカスした特別企画コーナーを設置する。  

名称：Interop Tokyo 2017 

2017 年 6 月 7 日(水) 9 日(金)   幕張メッセ  主催：Interop Tokyo 実行委員会 

��

２）学・協会の取り組み�
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（１）土木学会 会長特別委員会 	
■シンポジウム概要 

行事名：平成 29 年度会長特別委員会「国土・土木と AI 懇談会」 成果報告シンポジウム 

主催：土木学会 国土・土木と AI 懇談会   日時：2018 年 5 月 24 日（木）13:00～17:30 

■シンポジウム次第： 

基調講演「安全で効率的に使える国土を次世代へ」 【土木学会 会長 大石久和】 

懇談会提言にこめた想い 【東洋大学 INIAD 学部長 坂村健氏】 

国土交通省の挑戦 【国土交通省 技監 森昌文氏】 

先進事例・取り組み報告 

・ ICT が建設生産プロセスにもたらすもの 【JACIC 理事 坪香伸】 

・. ICT を活用したインフラマネジメントシステムの社会実装 【首都高速道路(株) 土橋浩氏】 

・. SMH（スマートメンテナンスハイウェイ）の実現に向けて 【東日本高速道路(株) 千田洋一氏】 

・ 建設コンサルタントおけるデータ利活用 【パシフィックコンサルタンツ(株) 小沼恵太郎氏】 

・ 大学における ICT・センシング教育の例 【日本大学 教授 佐田達典氏】 

・土木学会インフラデータチャレンジ・キックオフ宣言 【東京大学 准教授 関本義秀氏】 

 

（２）土木学会 構造工学委員会 	
平成 2９年度 構造工学セミナー 「人工知能（AI）の構造工学分野での応用可能性を探る」  

主催：土木学会（構造工学委員会）  平成３０年 1 月３０日（火）  土木学会 講堂  

プログラム 司会：秋山 充良（早稲田大学）  

基調講演１ 「構造工学への AI 活用の近い未来像と遠い未来像」  全邦釘（愛媛大学）  

基調講演２ 「インフラ維持管理効率化への AI の活用」  中村秀明（山口大学）  

パネルディスカッション －AI の構造工学分野への応用可能性を探る－  

コーディネーター：全邦釘（愛媛大学）   

パネリスト：中村秀明（山口大学） 宮本崇（山梨大学） 小沼恵太郎（パシフィックコンサルタンツ） 

上田功（NEXCO 東日本） 本多眞（清水建設）  

 

（３）日本道路協会 	
第３２回日本道路会議 プログラム 

（公社）日本道路協会    2017.10.31(火)～11.1(水)   

基調講演 ［ ビッグデータを活用した道路施策のあり方］  羽藤英二 （東京大学大学院 教授)  

パネルディスカッション : ［ ビッグデータをいかに活用するか ］ 

司会： 羽藤英二（東京大学大学院教授） 

パネリスト： 金光寛幸（一社日本自動車工業会）  

苦瀬博仁（流通経済大学流通情報学部 教授） 

高野正克（首都高速道路株式会社） 

東 良和（観光庁 VISIT JAPAN 大使）  

福田大輔（東京工業大学環境・社会理工学院土木・環境工学系 准教授） 

 

（４）（一社）建設プロジェクト運営方式協議会  法人化 	 1 周年記念シンポジウム	 	
AI と IoT、官民連携が変える建設プロジェクトの未来  
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2018 年 5 月 15 日（火）    日経ホール  

講演ならびに質疑応答１ 「人工知能がもたらす未来」 松尾 豊 氏 東京大学大学院特任准教授  

講演ならびに質疑応答２ 「官民連携がプロジェクトを動かす」 福田 隆之 氏 内閣府大臣補佐官  

 

３）国土交通省の取り組み�

	

（１）ＣＩＭへの取り組み	
CIM（Construction Information Modeling / Management）は、調査設計段階から 3 次元モデルを導入

し、施工・維持管理の各段階での3次元モデルに連携・発展させることで、一連の建設生産システムの

業務効率化や高度化を目指した取り組みである。建設現場へ ICT などを導入することで生産性向上

を図るプロジェクト「i-Construction（アイ・コンストラクション）」を推進している。このプロジェクトは全て

の建設生産プロセスで ICT や 3 次元データ等を活用し、2025 年までに建設現場の生産性を 2 割向上

するという数値目標を掲げたものだ。すでに具体的なロードマップも公表されている。 

 

	
（２）ICT や AI を交通マネジメントに活用する技術を実証へ    2018 年 3 月 7 日（水） 

国土交通省では、第 7 回地域道路経済戦略研究会で選定され

た「観光交通イノベーション地域」での交通マネジメントに活用する

新たな ICT・AI 技術の実証を実施する。 

公募した技術は人の動き（移動経路や人数、滞在時間など）を面

的に把握・集約する技術や人とクルマの流動を連続的なものとして
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把握・集約する技術、イベント内容や気象、暦などのデータを用いて交通状況（渋滞）を予測する技術

など。 

 

（３）業務発注 	
建設コンサルタント業務にも、人工知能を使う業務が出始めている。 

 

業務説明書  

九州地方整備局九州技術事務所の平成２９年度ＡＩを用いた河川の水位流量予測検討業務に係る手

続開始の公示に基づく手続き（以下、「手続開始の公示」という。）については、関係法令に定めるもの

のほか、この業務説明書によるものとする。 なお、この業務説明書と手続開始の公示に齟齬がある場

合は、手続開始の公示を優先するものとする。 

１．手続開始の公示日  平成２９年７月３１日  

２．契約担当官等  

分任支出負担行為担当官 九州地方整備局九州技術事務所長 島本 卓三  

〒８３０－８５７０ 福岡県久留米市高野１－３－１  

３．業務の概要  

（１）業務名  平成２９年度ＡＩを用いた河川の水位流量予測検討業務 （電子入札対象案件） 

（２）業務の目的  本業務は、比較的小規模な河川における水位・流量の予測は従来の洪水予測手

法では十分な精度が確保できない場合も多いことから、近年著しく発達した「ディープニューロネ

ットワーク（DNN）手法」 に代表される人工知能（ＡＩ）を用い、精度の高い洪水予測手法を開発し

その精度の検証を行うものである。  

（３）業務内容  

・高密度水位計を用いた AI による水位予測    １式  

・AI を用いたダム流入量の予測         １式  

（４）本業務において、技術提案を求めるテーマは以下に示す１つの事項である。  

１）洪水予測を行う場合の AI を構築する上での留意点  

（５）主たる部分  本業務における「主たる部分」は土木設計業務等共通仕様書第 1128 条第１項に示

す他に次のとおりとする。  

・本業務の特記仕様書(案) 第６条に示すとおり  

（６）再委託の禁止  本業務について、主たる部分の再委託は認めない。  

（７）その他   本業務の特記仕様書（案）は別添－１のとおりである。  
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２．建設産業は AI･人工知能社会の到来にどう対応するか 

１）ＡＩ導入の基本（例）�

①人工知能技術とサプライヤー及びユーザー企業の基本的な関係（Ｐ2６）、②点検・診断分野にお

けるＡＩの活用分野（P2７）、そして③建設コンサルタント各社の人工知能への取り組み状況（P2８）を巻

末の図及び表にまとめる。 

２）組織及び人をどのように変革するか�

人工知能社会を迎え、国を挙げての競争が始まっている。国の戦略、国民の関心と反応、産業界の

連携などわが国の世界における位置づけを左右する要素は極めて本質的なものである。 

政治力、経済力、文化力、教育改革力などが、大いに問われる時代となろう。このような展望の下、

これから数十年にわたってドラスティックに変化していくであろう「人工知能社会」について、その変化

と対応を考えることは非常に重要なことではあるが、どこから切り込むか極めて難しい。 

■ドバイで進む「人工知能政府」開発 

ドバイ首長国の首長は、今後、民間活力を取り込んで官民一体となって人工知能（AI）政府の樹立

を急ぐと明確に宣言した。「世界政府サミット」におけるグローバル AI ガバナンスのセッションでは、人

工知能（AI）とロボティクスの分野への投資を呼びかける議論の場が設定された。世界の人々は、自分

たちの政府が人工知能（AI）にとって代わろうとしていることなど、想像もしていないだろう。 

■ＡＩサミット始動 

3 月下旬に世界の AI の専門家がパリに集まり、AI サミットが開催された。その場でフランスは AI 分

野への大規模な投資を発表した。 

■米・中・日の研究開発組織 

米国 ： グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン、ＡＴ＆Ｔ、Qualcomm、ＩＢＭ、マイクロソフト 

中国 ： 中国国家電網公司、北京大学、南京大学、浙江大学、西安電子科技大学 

日本 ： NTT,ＮＥＣ、ソニー、日立、富士通 

■日本の弱点（世論） 

・ＡＩの産業界への導入スピードは欧米諸国に比べ日本は緩慢である。 

・日本はアクセルを床に踏みつけてＡＩの導入を加速すべきである。 

・企業トップのＡＩに対する理解やトップダウンによる意思決定の速度と徹底が不十分である。 

 

討論の視点 

■建設業界のフレーム 

国≫国土交通省≫学・協会≫業界団体≫企業≫部門≫人（技術者）の役割分担 

 

■人材の確保・養成  

・ ＡＩ の時代にはＳ ＴＥＭ ：科学、技術、工学、数学 （Science、Technology、Engineering＆

Mathematics）教育に力を入れるべきと言われている。⇒文科省は理工系学部の定員を増やし、

文科系特に人文科学や文学部の定員削減を提唱。 

・だが、人間を扱う技術であるので、人文科学や哲学も一方では重要であるとの声もある。 

・学校の在り方（小中学校⇒高校・大学）と組織内人材の再構成 採用、スカウト、再教育は？ 
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―教育現場に迫る 2020 年問題（参考）－ 

2020 年度に文部科学省は、大学

入試制度を 40 年ぶりに改変し、並行

して学習指導要領を 10 年ぶりに改

訂する。 

人間の学力を「(1)知識・技能」「(2)

思考力・判断力・表現力」「(3)主体

性」の三つに分けたとき、AI やロボッ

トが得意な能力は(1)だ。知識の習得

や定型的な技能の反復学習に重点

があった 20 世紀型の教育を続けると、

人間が AI に代替される可能性は高

い。 

 

■ＡＩとのかかわり方 

●ビジネスコアとしてのＡＩ、組織運営上の業務処理改革上のＡＩ、個々人の生活スキルとしてのＡＩ 

 

■AI 要員に求められる資質と専門分野 

・深層学習を支える数学は高度で、底辺をいくら拡大しても深層学習エンジンの基本部分を改良で

きる科学者を企業で育成することは難しい。 

・ＡＩを導入する際は既存のＯＳＳやライブラリーなどを適切に使いこなすスキルの方が重要になる。 

・ＯＳＳを使いこなすのであれば、データを素直に予断なく眺め、何をすべきかを自分で考え、問題

解決のプランニングができるのであれば、プログラミングの未経験者でも構わない。 

 

■AI プロジェクト推進の原動力となる人材 

大切なのは、「何を作るか」を考える企画担当者とＡＩ開発担当者とのコラボレーションで骨組みを

決めることである。 

・判断能力  ・コミュニケーション能力  ・説得や交渉、合意形成の能力  ・ホスピタリティーマネ

ジメントの能力 

 

論点 

（１） 真っ先に何を考えるのか（思考フレーム）。 

・日本の位置づけの変化と国内における環境の変化、自社の資源状況⇒将来資源とのギャップ及び

補填 

（２） 組織の構成をどう変えていくか 

・デジタル・エンタープライズへの脱皮＝洞察⇒仮説発見（着想）⇒検証⇒洞察・・・・・・・型ビジネス

対応力。変革を先導する役割が期待される経営企画（戦略）部門とシステム部門の人材をどう確保

するか 

（３） どことどのような形で連携するか。 

・基盤技術に何を使い、開発支援企業をどう選出し、応用技術をどのような体制で開発するか。 

（４） システムを作り上げても活用の場が確保できるか。信頼性をどうやって築くか。 



 

 
 

図  人工知能技術とサプライヤー及びユーザー企業の基本的な関係 
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図   点検・診断分野におけるＡＩの活用分野 
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表　　建設コンサルタント各社の人工知能取り組み状況

会社名 提携会社 開発システム

1 日本工営 富士通 企業内サーバルームの省エネ施策の運用

・交通IoTソリューション

・防災IoTソリューション

・多視点画像計測によるインフラ構造物の３Ｄ化技術

・UAV等を用いたダム点検調査の試みの紹介（3次元クラック図、水中、CUM、UAV安全）

・UAV等を用いたダム点検調査方法の試み

3 建設技術研究所 知能技術(株) 「人工知能（AI）技術」と「ロボット技術」を駆使して「社会の安全の実現」を目指す

4 八千代エンジニヤリング ブレインパッド 災害発生の早期検知、洪水予測やダム流入量予測の精度向上、交通や物流の把握精度向上、空間情報の特徴抽出等

レイ・フロンティア(株) 高齢者の未病対策

(株)タウンWiFi 街中の無料Wi-Fiに自動接続してくれるアプリ「タウンWiFi」

(株)ナイトレイ 訪日外国人の観光行動を分析できる「inbound insight（インバウンドインサイト）」

ユニロボット(株)、金沢大学 生活支援ロボット「unibo（ユニボ）」

6 いであ － 大学院の情報関連の研究科に社員を入学させ、ＩＯＴやＡＩの 新技術を取得する。

7 日水コン 明電舎 ゲリラ豪雨などによる都市浸水対策に役立てるためのIoTサービス「都市型水害監視サービス」

8 大日本コンサルタント － 道路や橋の診断・補修・補強、斜面崩壊診断

自社開発 空洞の自動解析技術：路面下空洞探査サービス（ロードビジュアライザ）

KDDI(株)、トヨタ自動車(株) 国・自治体向け災害対策情報支援システム

(株)スターツ総合研究所 賃貸住宅の建築計画および事業計画自動一括作成システム『LAPLACE』

日経ソフト『決算サマリー』 決算サマリー自動生成

10 ドーコン 各種大学との共同研究 アンサンブル学習による交通機関選択モデルの 構築とその評価など

「都市変化解析マップ」と「駐車車両数推計マップ」：合成開口レーダー衛星画像にAI（人工知能）技術のディープラーニングを適用

「LogiSTAR拠点分析」：物流拠点の 適化

自社の特許技術である赤色立体地図とディープラーニングによる地形判別技術を組み合わせたシステム

航空レーザー測量で得られる詳細な地形画像から、人工知能（AI）によって土砂災害のリスクが高い箇所を自動で判別する手法を開発

13 中電技術コンサルタント 山口大学大学中村秀明教授を招聘 技術研修会の開催：「AI（人工知能）を活用した事業化・業務化の可能性について」の開催

14 福山コンサルタント 自組織の統合とＭ＆Ａ（年度内）
技術研究開発体制を強化。人工知能（ＡＩ）やＩｏＴ（モノのインターネット）、ビッグデータ、ドローン（小型無人機）、自動運転、ロボットなど
の新技術開発を加速する。

15 復建技術コンサルタント － 各種機構で人工知能の研究に関与

16 川崎地質 富士通 地下空洞の探索及び空洞化監視システムの構築

17 新日本コンサルタント 京都大学 次世代型橋梁維持管理システム

18 日本海コンサルタント 日本ユニシス AI（人工知能）技術を活用した橋梁の劣化要因・健全性判定支援システム」の共同開発

アジア航測 自社開発

2

5

9

11

12

パシフィックコンサルタンツ ソフトバンク

国際航業

応用地質

パスコ 自社開発

 


