
温故創新の会 第 32 回定例懇談会「ＡＩ社会の今後と建設コンサルタント」 

討 議 概 要 (文責：秋口) 

  

第 31 回は、“国土交通白書”をベースに、将来社会の展望を語り合い、今回

はこれからの社会に大きな影響を及ぼす、ＡＩに関して、「ＡＩ社会の今後と

建設コンサルタント」と題して、大野博久氏が話題提供者になり活発な議論を

行った。資料については大野氏が総務省、ＮＨＫ、野村総研をはじめ、インタ

ーネットなどから抜粋して、我々の勉強・討議用に再編してくれたもので、あ

えて個々の固有名詞は記していないが、我々の勉強会に有益な話題を提供いた

だいた執筆者の方々には謝意を表明する。今回は、時間の関係から、ＡＩの将

来展望に関する意見交換が主となり、建設業やコンサルタント業への影響につ

いては次回の議論にゆだねることにした。 

なお、これらの議論をするにあたり、 

○西垣通『ビッグデータと人工知能 可能性と罠を見極める』 中央公論新社 

2016 年 

○井上智洋 『人工知能と経済の未来』 文春新書 2016 年 

の書籍を通読し参加している。 

  

＝議事概要は下記の通りです＝ 

・様々な方がＡＩに関して語っているが、ＡＩは人間が持っている脳・神経を

全て代替できるか、人間の意識を機械に移植できるのか、いずれ可能になると

語られるが、現在は極めて初期段階で、将来を見通すのは難しい。しかし専門

別AI技術と活用は益々発展し、産業構造を大きく転換させることは間違いない。 

・脳細胞を再現出来るか、技術は進むが、果たして倫理をはじめ様々な分野の

合意を取り付けることが出来るだろうか。また、米中が先行し、展開中である

ものの、欧日はどのように入り込んでいけるか。 

・科学的(統計的・データ処理的・技術的)な課題と人間的(生物学的)なものは

可能な限り近づけられるだろうが、本質的に相いれないものがある。どのよう

に調整を図るか。 

・心を機械に入れうるか。ＡＩの将来に向けて、全て様々な前提設定が必要と

なり、果たして妥当なものを設定できるか。10 年、20 年先について、ジャンプ

が激しすぎて、見通すことは難しすぎる。 

・ＡＩの将来に向けて、倫理、仕組み・制度・コストなど、多面的に考えなけ

ればならない。2045 年のシンギュラルティのように、技術進歩は幾何級数的な

成長・発展が推測される面あるも、人間社会としてその功罪を考え、段階的に
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これらを認証・受け入れていくことでそれなりの社会操縦がなされると思われ

る。 

・一神教的な欧米世界が世界を制していく中で、平和的な多くの価値観を受容

する日本の発想でもっとリードできないか。中国もアメリカと似た価値観を有

しており、その発露が心配である。例えばサイバー攻撃の恐ろしさなど、基本

的には国ごとに倫理観が異なることに起因している、いかにコントロール出来

るか。 

・コンサル業界はもっと幅広く他業界の動きを知り、連携を模索していくべき

だ。現在のコンサル・建設会社・公的な団体の枠を超え、政・官・民が新たな

社会システムとしてどのように変わり、どのように対処・構築していくか、根

源的なところから発想していかなければならない。以上 
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Ⅰ．未来社会と人工知能（AI：Artificial Intelligence） 

１．『NEXT WORLD 私たちの未来』 (1) 

第 1 回『未来はどこまで予測できるのか』 第 2 回『寿命はどこまで延びるのか』 
1. 人工知能の正体 

2. 人工知能による未来予測の活用事例 

 ・パトロール経路選定における、犯罪発生エリアの予

測 

 ・音楽業界における、ヒット曲予測 

3. 人工知能の進化、開発に向けた更なる取り組み 

 ・Google、量子コンピュータを用いた人工知能開発 

4. IoT（Internet of Things）- モノのインターネット化 

 ・今後の市場規模や活用事例 

 ・すでに行われているデータ収集の現状 

5. 人工知能が普及した社会 

 ・現在ある仕事の半分以上が、人工知能に代替される

社会 

 ・弁護士の身に起きている、人工知能との戦い 

6. 人工知能を人間の幸福にどうつなげていくのか 

 ・人工知能に採点されるアーティストの決意 

 ・人工知能で理想のパートナーを見つけた大学講師 

1. 老化をコントロールする物質の発見と開発 

 ・老化をコントロールするはじめての物質『NMN』 

 ・『サーチュイン遺伝子』を活性化させることがカギ 

2. 『NMN』の老化コントロールから若返りへの転用 

 ・老化を止める信号の活性化 

3. 先端医療テクノロジー事例 

 ・バーチャル心臓、ワトソン、超高性能半導体 

 ・3D プリンターによる移植医療の進歩 

 ・手術ロボットによる施術可能性の拡大 

4. がん治療 前線 

 ・ナノマシンが可能にする、新時代のがん治療 

 ・がん発生のパターン解析 

5. 病気になる前に病気の芽を摘む、予知医療 

 ・予知のカギとなるビッグデータの収集方法 

 ・ビッグデータが可能にする死の予知 

 

第 3 回『人間のパワーはどこまで高められるのか』 第 4 回『人生はどこまで楽しくなるのか』 

1. ロボット技術を活用した身体機能の拡張 

 ・軍事ロボットからの転用 

 ・ウェアラブルロボット 

2. ガジェット、コンピュータ活用による頭脳の拡張 

 ・google グラス、コンピュータ搭載コンタクトレンズ、脳

型コンピュータ 

3. 肉体改造テクノロジー 

 ・遺伝子操作による筋力増強 

 ・コンピュータを直接つなぐ、”脳”力強化 

4. 肉体と精神の分離がもたらす究極体 

 ・脳内にある情報をロボットの身体へ 

1. 人生の楽しみを広げるテクノロジー 

 ・ファッション、グルメ、ダイエット 

2. バーチャルリアリティが実現する拡張世界 

 ・ゲームを 2 次元から 3 次元の現実へ 

 ・21 世紀のどこでもドア 

3. 家族との過ごし方、死者との再会 

 ・死者との記録が、人格を蘇らせる 

 ・より鮮明な人格をつくるために 

 

第 5 回『人間のフロンティアはどこまで広がるのか』  

1. 火星への移住とその現状 

 ・火星移住計画-『Mars One』 

 ・火星における生活環境 

 ・移住へ向けたビジネス展開 

2. 宇宙開発を引っ張る次世代ベンチャー 

 ・スペース X 代表 イーロン・マスク氏の挑戦 

3. 高さ 1km 超えの超高層ビル居住空間 

 ・空への挑戦を可能にする新テクノロジー 

 ・超高層ビル建築のイノベーション『BIM』 

 ・『ネクスト東京』構想 
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２ 「NRI 未来年表 2018-2100」 （野村総合研究所（NRI）より） (2) 

①長寿化が主因で増加の続く世界人口 

国連の推計によると、2015 年時点で約73 億人の世界人口は、2056 年に 100 億人、2065 年に 100 億人、

そして 2100 年には 112 億人に達する。この人口増加の原因は、発展途上国における人口爆発ではなく、主

因は長寿化である。世界の 65 歳以上人口は、2050 年には 16 億人（2015 年の 2.6 倍）、2065 年には 19 億

人（同3.2 倍）、そして 2100 年には 25 億人（同4.2 倍）と、急速に高齢者の割合が増えていく。  

②人口減少で住宅市場の縮小が進む日本 

国立社会保障・人口問題研究所（IPSS）の予測によると、2015 年に 1 億2,709 万人であった日本の総人口

は、2025 年に 1 億2,066 万人、2050 年には 9,707 万人、2060 年に 8,673 万人、そして 2100 年には約 8,300

万人と予測している。人口減少の影響を も受けるのは、住宅市場で、2015 年度に約92 万戸であった新設

住宅着工戸数は、2025 年度に約 67 万戸に、2030 年度には約54 万戸に減少すると予測している。 

③先進国で進む AI、ロボットの活用 

内閣府によると、2030 年までに日本の労働力人口は 2013 年比で約900 万人減少し、5,683 万人になると

予測されている。また、経産省の予測では、同じ頃に人工知能（AI）やロボットによる効率化・自動化が進ん

で、雇用が 735 万人減少するとされている。NRI が英国オックスフォード大学の.オズボーン准教授らと共同で

行った研究では、2025～2035 年頃には、日本の労働人口の約49％が AI やロボットによって置き換えが可能

と推計している。 

米国の未来学者レイ・カーツワイルは、2045 年には AI の性能が全人類の知能の総和を超え、先進国では

AI を有効活用して、生産性を維持・向上させていく取り組みが進行すると推察している。 

④知識労働者が次々失業 

ビッグデータによる情報分析、センサーによる認識能力を組み合わせることで、人間並み、もしくはそれ以

上の「判断力」を備えたコンピュータも出現し始めている。コールセンター業務、金融トレーダー、ファイナンシ

ャル・アドバイザーなどがコンピュータにとってかわられている。 

無料でオンライン講義を受けられる『MOOCs』が急成長している。そして、学生がディスカッションでどんな

やり取りをするか、課題を勤勉にこなしているか、講義をきちんと視聴しているか、そして 終的にどれくらい

の成績をおさめているか、などについての莫大なデータが集まり始めている。こうした情報を利用すれば、人

間に代わってコンピュータの講師が、個々の学生に応じた講習や評価ができるようになる。 

マッキンゼー・グローバル・インスティチューは、こうした高度な技術が、世界で約1 億4000 万人のフルタイ

ムの知識労働者にとって代わると予測している。また、オズボーン氏は「21 世紀の技術的進歩は、これまで人

間の領域とされてきた認知能力を必要とする幅広い仕事を機械化することを意味する」と述べている。 

⑤日本の労働人口の 49％が人工知能やロボット等で代替可能に  

野村総合研究所は、オズボーン准教授およびカール・ベネディクト・

フレイ博士との共同研究により、国内601 種類の職業について人工知

能やロボット等で代替される確率を試算した。その結果、10～20 年後

に、日本の労働人口の約49％が就いている職業において、それらに

代替することが可能との推計結果が得られている。 

図：人工知能やロボット等による代替可能性が高い労働人口の割合（日本、英国、米国の比較） 

⑥創造性、協調性が必要な業務や、非定型な業務は、将来においても人が担う 

この研究結果において、芸術、歴史学・考古学、哲学・神学など抽象的な概念を整理・創出するための知識

が要求される職業、他者との協調や、他者の理解、説得、ネゴシエーション、サービス志向性が求められる職

業は、人工知能等での代替は難しい傾向があるとされている。一方、必ずしも特別の知識・スキルが求められ

ない職業に加え、データの分析や秩序的・体系的操作が求められる職業については、人工知能等で代替で

きる可能性が高い傾向が確認できた。                           

  



3 
 

表  人工知能やロボット等による代替可能性が高い（低い）100 種の職業 (2) 

 

 

IC⽣産オペレーター ⾦属熱処理⼯ 製粉⼯ バイク便配達員
⼀般事務員 ⾦属プレス⼯ 製本作業員 発電員
鋳物⼯ クリーニング取次店員 清涼飲料ルートセールス員 ⾮破壊検査員
医療事務員 計器組⽴⼯ ⽯油精製オペレーター ビル施設管理技術者
受付係 警備員 セメント⽣産オペレーター ビル清掃員
ＡＶ・通信機器組⽴・修理⼯ 経理事務員 繊維製品検査⼯ 物品購買事務員
駅務員 検収・検品係員 倉庫作業員 プラスチック製品成形⼯
ＮＣ研削盤⼯ 検針員 惣菜製造⼯ プロセス製版オペレーター
ＮＣ旋盤⼯ 建設作業員 測量⼠ ボイラーオペレーター
会計監査係員 ゴム製品成形⼯（タイヤ成形を除宝くじ販売⼈ 貿易事務員
加⼯紙製造⼯ こん包⼯ タクシー運転者 包装作業員
貸付係事務員 サッシ⼯ 宅配便配達員 保管・管理係員
学校事務員 産業廃棄物収集運搬作業員 鍛造⼯ 保険事務員
カメラ組⽴⼯ 紙器製造⼯ 駐⾞場管理⼈ ホテル客室係
機械⽊⼯ ⾃動⾞組⽴⼯ 通関⼠ マシニングセンター・オペレーター
寄宿舎・寮・マンション管理⼈ ⾃動⾞塗装⼯ 通信販売受付事務員 ミシン縫製⼯
CADオペレーター 出荷・発送係員 積卸作業員 めっき⼯
給⾷調理⼈ じんかい収集作業員 データ⼊⼒係 めん類製造⼯
教育・研修事務員 ⼈事係事務員 電気通信技術者 郵便外務員
⾏政事務員（国） 新聞配達員 電算写植オペレーター 郵便事務員
⾏政事務員（県市町村） 診療情報管理⼠ 電⼦計算機保守員（ＩＴ保守員）有料道路料⾦収受員
銀⾏窓⼝係 ⽔産ねり製品製造⼯ 電⼦部品製造⼯ レジ係
⾦属加⼯・⾦属製品検査⼯ スーパー店員 電⾞運転⼠ 列⾞清掃員
⾦属研磨⼯ ⽣産現場事務員 道路パトロール隊員 レンタカー営業所員
⾦属材料製造検査⼯ 製パン⼯ ⽇⽤品修理ショップ店員 路線バス運転者

⼈⼯知能やロボット等による代替可能性が⾼い100種の職業

アートディレクター 広告ディレクター ⼈類学者 ファッションデザイナー
アウトドアインストラクター 国際協⼒専⾨家 スタイリスト フードコーディネーター
アナウンサー コピーライター スポーツインストラクター 舞台演出家
アロマセラピスト 作業療法⼠ スポーツライター 舞台美術家
⽝訓練⼠ 作詞家 声楽家 フラワーデザイナー
医療ソーシャルワーカー 作曲家 精神科医 フリーライター
インテリアコーディネーター 雑誌編集者 ソムリエ プロデューサー
インテリアデザイナー 産業カウンセラー ⼤学・短期⼤学教員 ペンション経営者
映画カメラマン 産婦⼈科医 中学校教員 保育⼠
映画監督 中⼩企業診断⼠ 放送記者
エコノミスト 児童厚⽣員 ツアーコンダクター 放送ディレクター
⾳楽教室講師 シナリオライター ディスクジョッキー 報道カメラマン
学芸員 社会学研究者 ディスプレイデザイナー 法務教官
学校カウンセラー 社会教育主事 デスク マーケティング・リサーチャー
観光バスガイド 社会福祉施設介護職員 テレビカメラマン マンガ家
教育カウンセラー 社会福祉施設指導員 テレビタレント ミュージシャン
クラシック演奏家 獣医師 図書編集者 メイクアップアーティスト
グラフィックデザイナー 柔道整復師 内科医 盲・ろう・養護学校教員
ケアマネージャー ジュエリーデザイナー ⽇本語教師 幼稚園教員
経営コンサルタント ⼩学校教員 ネイル・アーティスト 理学療法⼠
芸能マネージャー 商業カメラマン バーテンダー 料理研究家
ゲームクリエーター ⼩児科医 俳優 旅⾏会社カウンター係
外科医 商品開発部員 はり師・きゅう師 レコードプロデューサー
⾔語聴覚⼠ 助産師 美容師 レストラン⽀配⼈
⼯業デザイナー ⼼理学研究者 評論家 録⾳エンジニア

⼈⼯知能やロボット等による代替可能性が低い100種の職業
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Ⅱ．人工知能に関わる基本 (3) 

１．人工知能とは 

人工知能（AI）は、大まかには「知的な機械、特に、知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術」と説明

されているものの、その定義は研究者によって異なっている。その背景として、『知性』や『知能』自体の定義

がないことから、人工的な知能を定義することもまた困難である事情が指摘される。この人工知能（AI）の研究

は1950年代から続いており、現在は第三次のブームにある。 

 

２．人工知能の種類 (4) 

人間の脳は「大脳」「小脳」「脳幹」など様々な部位で構成されており、それぞれの部位毎に役割が違うとさ

れている。また、脳だけで思考や認識を行っているかどうか完全には解明されていない。そんな中で人工知

能の研究開発を行うにあたり、「特定分野で優れた機能を持った人工知能」ひとつだけでは、人間の知性を再

現することは難しい。実用上は、以下のような人工知能を目的に応じて組み合わせなければならない。 

①「言語」を扱う AI 

文章や言語の認識、分析、生成を行う人工知能である。 

 文章を読み込み、構文を解析する（自然言語解析、形態素解析） 

 意味のある文章を生成する 

②「画像」を扱う AI 

画像や映像の認識、分析、生成を行う人工知能である。 

 画像や映像内に存在するものを認識する（コンピュータ・ヴィジョン） 

 画像や映像を加工、生成する 

③「音声」を扱う AI 

音声の認識、分析、生成を行う人工知能である。 

 音声を認識して文章に変換する 

 音楽や音声を認識してアクションをする 

 音楽や音声を加工・出力する 

④「制御」を扱う AI 

機械などの制御や操作を行う人工知能である。 

 自動車や機械の制御 

 家電や設備の制御（IoT） 
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⑤「 適化や推論」を扱う AI 

複雑な課題を解決するための、推論エンジン的な役割の人工知能である。単体で利用されるとともに、前述

のあらゆる人工知能のバックエンドに存在しうる。 

 検索エンジンの結果やネット掲載広告の 適化 

 囲碁や将棋やコンピュータゲームの攻略 

 複雑な 適化問題の解決 

いつかは全ての脳機能を再現する「強いAI」が実用化される可能性があるが、それまでは機能ごとのAI開

発が続いてゆくだろう。 

 

３．基本的な用語 (5) 

①シンギュラリティ（技術的特異点） 

レイ・カーツワイルが予言する「技術的特異点」とは、人工知能の能力が人間の脳の能力を超えることで起

きる様々な出来事や、その現象を言う。彼は、コンピュータ技術が、今のペースで発達し続けると 2045 年には

人類の知能を超える究極の人工知能が誕生すると予測する。この予測は、コンピュータ・チップの性能が 18

ヶ月(1.5 年)毎に 2 倍になるとする「ムーアの法則」に基づいている。この段階に至ると、ＡＩが自分よりも優秀

な「AI」を開発し、さらにその「AI」が、次のもっと優秀な「AI」を開発しといった具合に「AI」が「AI」を連鎖的に作

り続け、爆発的スピードでテクノロジーを自己進化させ、人間の頭脳レベルではもはや予測不可能な未来が

訪れるという。 

② 機械学習、ニューラルネットワーク、ディープラーニング 
人工知能が計算や判断を行うためには、動物や人

間と同じように、正しいことを学ばなければならない。そ

の学習の仕方そのものを対象とした技術が機械学習で

ある。機械学習手法の中でも、脳内の神経伝達の仕組

みをモデルにした「ニューラルネットワーク」は、視覚や

聴覚などの刺激を受け取って認識を行う、生体的な処

理の仕組みである。 

機械学習： コンピュータが数値やテキスト、画像、音声

など様々かつ大量なデータからルールや知識を自ら

学習する（見つけ出す）技術のこと。例えば、消費者の一般的な購買データを大量に学習することで、消

費者が購入した商品やその消費者の年齢等に適したオススメ商品を提示することが可能になる。 

ディープラーニング： ニューラルネットワークを用いた機械学習の手法の一つである。情報抽出を一層ずつ

多階層にわたって行うことで、高い抽象化を実現する。従来の機械学習では、学習対象となる変数（特徴

量）を人が定義する必要があった。ディープラーニングは、予測したいものに適した特徴量そのものを大

量のデータから自動的に学習することができる点に違いがある。 

③汎用人工知能（AGI） 
特化型人工知能よりも優れた人工知能が「汎用人工知能（AGI）」である。汎用人工知能は、広範囲な問題

や事柄を自ら学び、自ら賢くなり、それらの問題の解決方法を導き出す人間レベルの知性を持ち合わせてい

る。レイ・カーツワイルによると、2029 年頃に汎用人工知能(AGI)が人の脳よりも賢くなると予測している。彼の

唱える技術的特異点になると、進化した人工知能は、さらに自ら優れた知性を創造し、人間には想像できない

ような超越的な知性が生まれるとしている。 

④知性 
知性とは人に与える愛、人の幸せを願う愛である。この愛を司るのは脳の左前頭葉である。したがって、知

性のレベルを測定するには、その左前頭葉の温度や神経細胞の活発度を測定すれば良い。この知性の高さ

を決定づける要素は、遺伝子の中に組み込まれている。汎用人工知能に知性をインプットするには、遺伝子

の中の知性を決める遺伝情報と同じものを、汎用人工知能の中にプログラミングしなくてはいけない。 
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Ⅲ．人工知能の仕組み 

（１）「ＡＩ」と「ＩｏＴ」と「ビッグデータ」の関係 (6) 

ビジネスの今後を見通す上で、カギとなるテクノロジーが「ビッグデータ」「ＩｏＴ」そして「ＡＩ」である。この 3 つ

の関係は「センシング」「分析」「制御」という 3 つの役割に分けて考えると分かりやすい。 

「センシング」の部位に位置づけられるＩｏＴ（Internet 

of Things）は、「モノがインターネットにつながってい

る」ことを示しているだけで、それ以上の意味はない。

しかし、モノがインターネットにつながればデータを

集めて様々なビジネスを展開できる。センシングした

情報をインターネット経由で分析を実行する場所に送

るのがＩｏＴである。 

センシングする情報はセンサーで感知したデータ

だけでなく、マイクで拾った音声データ、カメラで撮影

した画像データ、LINE のようなチャットのテキストデ

ータがある。 

 ＡＩの部分は「分析」に位置づけられる。「ビッグデー

タ分析」と呼ぶ場合は「大量のデータを分析する」とい

う意味になる。ＡＩという言葉は前述したとおり概念に

近い言葉で、多数存在するアルゴリズムの総称であ

る。 

 「制御」は分析結果に基づいてユーザーに支援情

報を出したり、機器を操作したりする部分である。具体

例としては、質問に対する回答の表示、工業用ロボッ

トの制御、渋滞の解消を目的とした信号機の制御などがある。 

 

 情報を取り込み（センシング）、分析し、制御する。その一連の過程の「分析」を担うのがＡＩである。「ビッグデ

ータ」「ＩｏＴ」「ＡＩ」は、それぞれ独立した技術といえる。ただ、その 3 つがインターネットを介してつながること

で、想像を超える大きな力が発揮される。 

 

（２）Deep Learning と人工知能、機械学習の違い (7) 

人工知能、機械学習、Deep Learning と３つのキーワ

ードの関係は、大まかにいうと「人工知能＞機械学習

＞Deep Learning」という構造になっている（図）。Deep 

Learning は人工知能の要素技術の１つである。 

① 人工知能（AI） 

「AI」は「大量の知識データに対して、高度な推論を

的確に行うことを目指したもの 」という定義とする。こ

の AI は、大まかに２つに分類することができる。  

■弱い AI：人間の知能の一部を代替する、一見知的

な限られた問題解決を行えるもの 

・特化型AI：特定の決まった作業を遂行するもの（囲碁AI など）。 

・汎用型AI：特定の作業やタスクに限定せず人間と同様の、あるいは人間以上の汎化能力を持ち合わせてい

るもの 
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■強い AI：脳科学などを取り入れて人間の知能や心の原理を解明し、人間の脳機能と同等の汎用的な知的

処理が実現可能なもの。人間のように自意識や

感情を持ち合わせている。現実的にはまだ汎

用型AI は難しい。強い AI は、汎用人工知能

(AGI)とも呼ばれる。弱い AI の汎用型AI との差

は人工知能自体に意識があるかないかにある。 

②機械学習（ML） 
機械学習とは、「人が明示的に挙動を指示す

ることなしにコンピュータに学習能力を与えるこ

と」 である。機械学習にも以下のような学習の

仕方に種類がある。 

 ■教師あり学習：正解（正しい出力）付きのデ

ータを機械に学習させる方法 

回帰：データを入力すると、出力として数値を

返す方法（予測） 

分類：データを入力すると、出力としてデータ

の属性や種類を返す方法（ラベリング） 

■教師なし学習：膨大なデータから自動的に算

出した特徴量から構造や傾向、法則などを導く

ことで機械に学習させる方法 

∟クラスタリング：データを入力するとそのデータのグルーピング結果を返す方法 

■強化学習：自ら試行錯誤して 適な行動を見つける学習で、直近の目標を達成し、報酬を与えることで上

達していく方法 

 ③Deep Learning (DL) 
「十分なデータ量があれば、人間の力なしに機械が自動的にデータから特徴を抽出してくれるディープニュ

ーラルネットワーク（DNN）を用いた学習」で、人工知能の中の１つの要素技術である。Deep Learning といって

もアルゴリズムに種類があり、それぞれ得意分野が違う。 

■DNN（Deep Neural Network，ディープニュー

ラルネットワーク）：ニューラルネットワーク（NN）

というパターン認識をするように設計された、人

間や動物の脳神経回路をモデルとしたアルゴ

リズムを多層構造化したもの。 

■CNN（Convolutional Neural Network，畳み込

みニューラルネットワーク）：局所的な情報の抽

象化及び位置普遍性をもたせた順伝播型ニュ

ーラルネットワークを利用したアルゴリズム。

DNN を 2 次元データに対応させたもので、画

像に対して高いパターン認識能力を示す。画像認識 

■RNN（Recurrent Neural Network，再帰型ニューラルネットワーク） 

音声、動画データのような可変長のデータを扱えるようにするために中間層に再帰的な構造をもたせた双

方向に信号が伝播するニューラルネットワークを利用したアルゴリズム。DNN を横に繋いで時間変化する、連

続的なデータに対応させたものである。Google Translate など自然言語処理にも使われている。音声認識、動

画認識、自然言語処理 
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（３）Deep Learning の仕組み 

Deep Learning は中間層を多

層にすることで情報伝達と処理

を増やし、特徴量の精度や汎用

性をあげたり、予測精度を向上

させたりすることが可能になる。 

深層学習の例に Sota くんが

ある。「目の前においてある果物

が何なのか」を認識させるように

するにはどうすればいいのかを

例に説明する。 

大まかに学習処理のフェー

ズ、推論処理のフェーズに分か

れる。 

実際にビジネス場面で学習済

みのモデルを使用する場合に

は推論の処理のみなので大規

模な計算資源は必要ない。 

もし学習モデルの作成から行う場合には大量のデータだけではなく、膨大な量のデータを処理するための

時間や電力、GPU のように大量のデータを処理できるサーバーが必要となる。 

また Deep Learning の特徴として、生データの量が多ければ多いほど精度は上がる。逆にいうと、Deep 

Learning には、テストデータが少ないと性能が出ない、識別結果のチューニングが難しいという弱点がある。 

Deep Learning で、大量のデータさえあれば、従来の機械学習などではできなかった複雑な扱いづらいデ

ータも処理を行うことが可能になったという点が大きな変化と言える。 

Deep Learning に期待されているところは、今まで機械学習などでは処理ができなかった複雑なデータを

扱うことが可能になり、人間が行っていた業務の一部を機械に置き換えたり、業務を効率化したりすることがで

きるようになることである。それだけでなく、技術自体がコモディティ化し、だれもが Deep Learning を使えるよ

うになり、データの活用の仕方次第であらゆる領域で新しい体験などが生み出され社会の仕組み自体をも変

える技術になるかもしれない。今後もより幅広いあらゆる領域で、Deep Learning が活用されていくであろう。
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Ⅳ．人工知能（AI）の研究開発 (8) 

１．世界の AI 関連特許の出願数 

10 カ国・地域（日本、米国、中国、韓国、インド、シンガポール、オーストラリア、ブラジル、イスラエル、欧

州）の特許庁へのＡＩ関連の特許出願総数、特許協力条約（PCT）に基づく国際出願、および各国の特許庁に

出願された情報をもとに、英文公報を対象として集計された。中国の特許庁に出願されたＡＩ関連の特許の数

は 2010 年から 2014 年の累計8410 件で、2005 年から 2009 年の累計2934 件から約2.9 倍に拡大した。米

国は同時期に 1 万2147 件から 1 万5317 件へと増加した。日本は同時期2134 件から 2071 件へと減少し、

勢いがない。 

 

２．米・中・日のＡＩ特許出願数トップ５（2006～16 年の合計） 

各国の特許庁に出願した主体別に見ると、米国ではビッグ３が出願数に大きく寄与している。2006 年から

2016 年の間、米国の特許庁にＡＩ関連の特許を も出したのはＩＢＭ（出願数3049 件）で、以下マイクロソフト

（1866）、グーグル（979）と続いた。中国は中国国家電網公司（757）北京大学（442）南京大学（385）、日本はＮ

ＴＴ（567）ＮＥＣ（541）日立（420）がビッグ３である。 

図  米・中・日のＡＩ特許出願数（2006～16 年の合計） 

 
 

３．文献データから見える「米中タッグ」 

ＮＥＤＯ（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）がまとめた調査では、2011 年から

2015 年にかけての米国のＡＩ関連の論文のうち、中国との共著率が 12.7%でトップ、2 番目の英国との共著率

5.1％とは差がある。中国のＡＩ関連の論文をみても共著相手国は米国がトップである。米国、中国ともに、ＡＩ

論文の共著相手国として日本と組んだ割合は１％台と低い。 

 

４．特許出願テーマ 

人工知能（AI）の研究テーマのうち、現在はディープラーニングに関する学術研究が特に脚光を浴びてい

る。ディープラーニングは特徴量を自ら作り出すことができるようになった点で画期的な要素技術ではある

が、単独ではあらゆる分野のどのようなタイプの問題をも解決できるような万能の人工知能（AI）までを生み出

すことはできない。したがって、今後は個別の分野における具体的な問題に対応できる人工知能（AI）を個々

に実用化していくための研究がより重要になっていくと想定される。つまり、実用化を目指す特定の分野にお

ける大量かつ適切な内容のデータを用意し、このデータからディープラーニングを用いた機械学習をするこ

と、またそのような機械学習が可能になる情報処理能力が提供されて初めて、当該特定分野における人工知

能（AI）が実用化に至るとされる。 
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Ⅴ．人工知能（AI）の利活用 (9) 

１．人工知能の利活用 

人工知能（AI）を中心とする ICT（Information and Communication Technology：情報伝達技術）の進化が雇

用と働き方に及ぼす影響等を総合的に検証するにあたり、特に重要なのは次の 3 つである。 

①人工知能（AI）の実用化の可能性 

②人工知能（AI）導入が雇用に与える影響と社会の受容性 

③人工知能（AI）導入による既存の仕事・業務の代替の可能性、および新規の仕事・業務の創出の実現性 

人工知能（AI）が実際のサービスにおいて果たす機能として、「識別」「予測」「実行」の 3 種類があるとされ

る。それぞれの機能を利活用する場面は、製造や運送といったあらゆる産業分野に及びうる。 

図  人工知能（AI）の実用化における機能領域 

例えば、車両の自動運転であれば、画像認識と音声認識から得られた情報に、車両の運行情報・地図情

報・位置情報などの他の情報を加えて、車両がおかれた状況を識別する。その上で、衝突の可能性などこれ

から起こりうることを予測し、安全を保つために 適な運転や、目的地に到達するための経路を計画して実行

する。このように、具体的なサービスにおいては、様々な機能が分野に適した形で組み合わさって実用化さ

れる。 

ディープラーニングを中心とした人工知能（AI）は、今後、識別・予測の精度が向上することによって適用分

野が広がり、複数の技術を結合することで、実用化に求められる機能が充足されるといった発展が見込まれて

いる。 

現在は、まず画像認識における精度の向上が実現しつつあるが、同じ視覚情報である動画へと対象が拡大

し、さらには音声など視覚以外の情報を組み合わせた（マルチモーダル）認識が発展すると期待されている。

マルチモーダルな認識が実現すると、環境や状況を総合的に観測することが可能になるので、防犯・監視と

いった分野での実用化が考えられる。 

次に、コンピュータが自分の取った行動とその結果を分析することが可能になり、高度な行動計画（プランニ

ング）を導くことができるようになると考えられている。自動でのプランニングが可能になると、車両の自動運転

や物流の自動化といった分野での実用化が想定される。 

さらに行動の分析が高度化し、試行錯誤のような連続的な行動データを解析できるようになると、環境認識

の対象や精度が向上して現実社会のより複雑な状況へと実用領域が拡大しうる。例えば、感情を認識出来る

ようになれば、対人サービスでもある家事や介護などの分野にも導入が考えられる。 

人工知能（AI）が認識できる範囲が人の活動領域に広く行き渡ると、人工知能（AI）は言語が対象にする

様々な概念を扱うことができるようになる。すると、概念と言語を紐づけることで、言語分析が高精度なものに

なると考えられる。その結果、自然な言い回しでの自動翻訳が実現するといったことが期待される。 終的に

は、言語を通じた知識の獲得が可能になり、人工知能（AI）が秘書などの業務を担うこともありえるとされる。 

図表4-2-2-1図図面 ず図図 

人間を含む生命体は、生存を優先したり社会組織が利益の 大化を追求したりするような個体としての

終的な意思を持っているが、人工知能（AI）はそのような意思を持っておらず、与えられた目標に沿った解を

提示する。また、そのような目標を勝手に見つけ出すような事態も当面想定されていない。したがって、実用

化が期待されるそれぞれの分野において、目標を適切に定めることは人間の役割なのである。 
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          図  人工知能（AI）の発展と利活用の進化                 

また、社会にとって有害な目的（倫理、法、社会の分野を総称してELSI（Ethical, Legal and SocialIssues）と呼

ばれる）で人工知能（AI）が利用されることを防止するコンセンサスを醸成するべく取組みが進められている。 

 

人工知能（AI）の活用が、現在我が国が抱えている様々な課題や、将来、我が国が抱える可能性がある

様々な課題の解決に役立つと思うかについて有識者に対して行ったアンケート調査によれば、つぎのような

課題の解決に寄与すると思うと答えている。 

・労働力不足や過酷労働、およびそれに起因する問題（例えば、介護、モニタリング、セキュリティ維持） 

・農業・漁業の自動化による人手不足問題の緩和 

・犯罪の発生予知、事故の未然防止、個々人の必要に応じたきめ細かいサービスの提供、裁判の判例調

査、医療データの活用等での課題解決に寄与することが期待される 

・職人の知識／ノウハウの体系化による維持と伝承 

 

２．拡大する人工知能の利活用場面 (10) 

マイクロソフト、Google などクラウドサービス大手は、人工知能を手軽に利用できる「クラウド AI」サービスとし

て、機械学習プラットフォームの提供も開始している。また、Google は、2016 年 3 月にディープラーニング機

能を提供する新サービスを発表した。  

こうした技術の進化やクラウド AI の登場により、インターネットの検索エンジンなど特定の分野で先行してい

た人工知能の利活用が、幅広い産業分野や製品・サービスへと拡大しつつある。たとえば製造業では、人工

知能を搭載した産業用ロボットの開発が進められており、磨耗や劣化による故障などの異常を自動検知する

機械や、生産性の改善につながる動作を学習する機械などの登場により、品質管理や生産工程の標準化に

よる生産性の向上が実現される可能性がある。半導体製造大手のルネサスエレクトロニクスでは、工場内・装

置内ネットワークのデータを人工知能で解析し、精度の高い予兆保全を行うソリューションを開発している。  

不動産管理業でも活用が始まっている。竹中工務店では、建物内のさまざまな設備や環境センサーから収

集したデータを統合的に分析し、空調や照明など建物の設備運用を 適化してサービスレベルの向上を図

る次世代建物管理システムを、クラウド AI を活用して構築した。機械学習によって設備管理者の知見を学習

することで、設備の管理負荷低減と快適性の向上を実現し、エネルギー効率や運用管理コストの 適化につ

なげることができる。  
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また小売業では、人工知能によるビッグデータ解析を通じた需要予測の精度向上や、販売促進策の 適化

などが期待されている。三越伊勢丹ホールディングスでは、さまざまな実験的取り組みを展開。顧客の好みに

フィットしたアイテムやコーディネートを提案する人工知能アプリの開発や、店舗内での顧客行動などのデー

タを人工知能で解析し店舗内レイアウト改善に役立てるなどの試みを行っている。  

教育分野では、人工知能を活用した教材の開発が進んでいる。ベンチャー企業の COMPASS が開発した

タブレット用教材は、生徒それぞれの解答や解答プロセス、スピード、理解度などの情報を収集・蓄積して、

間違い方の原因や得意不得意分野などを解析することで、一人ひとりに 適な問題を出題し続け、効率的に

学習を進めていくシステムだ。  

 

３．人工知能に取り組む企業例 

人工知能を活発に研究開発しているのは、IBM やマイクロソフト、Apple、Google、Yahoo、Facebook など大

手IT 企業である。日本でも、富士通、日立、NEC などが開発に取り組んでいる。 

また、ユーザー企業側でも、人工知能の研究開発に乗り出す動きが見られる。 

・トヨタ自動車：米国スタンフォード大学やマサチューセッツ工科大学と人工知能の共同研究を行い、米国

に人工知能技術の研究

開発を行う新会社

Toyota Research 

Institute を設立した。          

・大日本印刷やリクルー

ト：人工知能の研究開発

を行う部門や研究所を

立ち上げている。ただ、

人工知能技術の開発に

は、多額の研究開発資

金や高度な人材が必要

となる。そこで、技術を

持つ外部企業との連携

やクラウド AI の導入を 

   図  人工知能の活用プロセス 

進めることによって、人工知能を自社のビジネスに取り込もうとしている企業もある。  

人工知能にはさまざまな用途が期待されているが、汎用型の人工知能はまだ開発されていないため、「予

測・検知」「言語処理」「画像認識」など、具体的な応用例を絞り込む必要がある。 
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１．「AI／人工知能 EXPO」の開催 (11) 

「第 1 回AI・人工知能 EXPO」は、2017 年 6 月28

日（水）～30 日（金）、東京ビッグサイトで開催され

た。企業向けに AI を提供するベンダーが数多く出

展している。来場者数は 8 万人超え、主催者の事前

予測の 15,000 人をはるかに上回った。「AI・人工知

能 EXPO」には、AI 関連の 110 社ほどがブースを

並べ、自社製品をアピールしていた。AI は今では、

第4 次産業革命の核として期待され、AI を自社のビ

ジネスにどう取り入れていくのかという実用化の段階

に入ってきている。 

AI を導入するには 3 つの方式がある。 

①専用AI開発 
自社で使いやすいように 適化した専用の AI を組み上げていく形である。AI をスクラッチ（一からすべて）

で開発するというよりは、ベンダーの AI をカスタマイズする形が多い。 

②オープンAIをAPI利用 
AI の基本的な部分（パソコンの OS のようなもの）は、オープンソースとして誰でも使えるように公開するベ

ンダーが増えている。利用する際には、API（Application Programming Interface）で接続して、「音声認識」や

「画像認識」など、必要な機能を使う形になる。主なープンソース AI は下記のものがある 

・IBM/「Watson（ワトソン）         

・Google/「TensorFlow（テンソルフロー）」 

・Microsoft/Microsoft Cognitive Toolkit（マイクロソフト・コグニティブ・ツールキット） 

・Amazon/Amazon Machine Learning（アマゾン・マシン・ラーニング）」 

・百度（バイドゥ）/Warp-CTC（ワープ CTC） 

③パッケージ・ソリューション 
AI ベンダーが用意するパッケージ化された AI をアプリケーションとして使う方式である。「問い合わせ受付

用AI」、「経営データ分析用AI」など、用途を絞って提供されていることが多い。 

現在、パッケージ・ソリューションとして一番実用化が進んでいるのは、「チャットボット」（サイトの問い合わせ

を自動チャットで返答するシステム）である。AI は相手の書いたテキストから求める内容を解析し、返答データ

ベースから 適な答えを自動で応答する。 近では、横浜市清掃局の粗大ゴミ問い合わせ用のチャットボット

がある。 

AI 技術的には、言語認識と自然言語処理がメインで、ある程度のレベルまで実用化が進んでいる。 

 

建設業界やリフォーム業界向けの展示としては、コミュニケーション AI「RECAIUS」のフィールドボイスがあ

る。音声認識も AI で進化が続いている分野であるが、それを応用し、建設現場などで現場の「報告の入力が

手間」、「作業中に手が空かない」といった課題に応えるサービスである。施工管理者や職人がスマホのアプリ

に報告するだけで、報告書に内容が自動で入力される。 

AI による画像認識も研究が進み、応用範囲の広いテーマである。建設・リフォーム業界でも活用できそうな

業務が数多くある。 

そのほかでは、株式会社システムズナカシマの手書き図面認識が良さそうだった。電気・水道設備図面に

手書きで書かれた部品を AI が認識し、CAD 図形部品へと自動変換するシステムである。識別された部品を

集計すれば、積算の拾い出し作業を大幅に軽減できそうである。 

さらには人間の味覚を関知する AI などもあった。AI が五感を解析できるようになると、デザインプランやイ

ンテリア提案などにも使えそうである。  
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２．主要な人工知能 (12) 

よく知られた人工知能(AI)を下表に示す。 

 企業 名前 特徴 

1 NHK 『社会の課題解決型 AI  名前はまだない』 少子高齢化等社会的課題解決ＡＩ 

2 レイ法律事務所 『AI れいこ』 法律相談チャットボット 

3 アウディ 『アウディ AI』 完全自動走行システム 

4 トヨタが AI 機関に投資 『ELLIQ エリーキュー』 高齢者向け AI ロボ 

5 富士通 『ZINRAI / ジンライ』 人の気持ち理解AI 

6 LINE(株) 「Clova / クローバ」 スマートホーム対策チャットアプリ 

7 NEC 『NEC the WISE / ネック ザ ワイズ』 商品需要予測やマーケティング AI 

8 HEROZ(株) 『PONANZA / ポナンザ』 将棋に特化学習した AI 

9 Automagi(株) 『AMY / エイミー』 会話支援AI（サントリーが利用） 

10 (株)FRONTEO 『KIBIT / キビット』 文章理解による本推薦 AI 

11 (株)ティファナ・ドットコム 『KIZUNA(絆) / きずな』 業務支援の対話型 AI 

12 Amazon 音声アシスタント『Alexa / アレクサ』 AI 音声アシスタント 

13 Facebook Messenger 『M / エム』 AI 音声アシスタント 

14 Google x Deep Mind 『DQN / Deep Q-Network』 推論による未知領域開拓 AI 

15 IBM 社 『Watson / ワトソン』 人間の意思決定支援 AI 

16 Microsoft 社  『Tay / テイ』 学習型人工知能会話ボット 

17 Microsoft 社 『Microsoft Security Risk Detection』 ソフトウェアのバグ検知 AI 

18 NTT 東日本  『ひかりクラウド cototoba』 翻訳サービス AI 

19 大阪大学女子大生 『AI 少女ひとみ』 スマホ用会話 AI 

20 サイバーエージェント 『AI Messenger』 AI チャットプラットホーム 

21 野村総合研究所 『TRAINA / トレイナ』 人と寄り添う AI 

22 ソフトバンク 『Softbank Brain / ソフトバンクブレイン』 IBM の「Watson」をベースにした AI 

23 Yahoo! 『ヤフトピ１３.５文字要約 AI』 要約 AI 

24 京大＆ホンダ 『人に寄り添い合う AI』がすごい！ 人に寄り添う AI 

25 NTT グループ 『Corevo』 人助け AI 
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Ⅶ．建設産業と人工知能 (13) 

１．土木学会の動き（会長特別委員会「国土・土木と AI 懇談会」の設置） 

土木学会（大石久和会長）は 2017 年8 月8 日、会長特別委

員会「国土・土木とＡＩ懇談会」（座長＝坂村健東洋大情報連携

学部長）を設置した。 

将来の技術者や技能者の不足を補完するため、インフラの整

備や更新・維持管理への人工知能（ＡＩ）の導入とそれに情報を

与える「状態管理センサー」の活用方策などを検討し、１年後を

めどに報告をまとめる。 

第１回の懇談会において坂村座長は「 近はＩｏＴ（モノのイン

ターネット）や新たな高速通信規格などが登場し、実用の段階に移ろうとしている。大量の情報が集まるビッグ

データ化などにより、大量の情報を蓄積し、そのデータの分析にＡＩの技術を使うところまできている。こうした

新の情報通信技術を土木分野にどう適用するかについて学会として指針をまとめたい」と抱負を述べた。 

また、大石会長は「公共構造物の老朽化対応と点検のあり方が問われる中、公共構造物にセンサーを満載

し、そこで取得したデータをビッグデータ化してＡＩに判断をさせる時代が来ている。情報通信技術の活用で

土木学会が一定の方向に導く必要がある。今後の公物管理、国土管理のあり方を見据え、活発な議論を行っ

てほしい」と各委員に呼び掛けた。 

懇談会は、坂村座長を筆頭に、大石会長、森昌文国土交通省技監、佐田達典日大理工学部教授、関本義

秀東大生産技術研究所准教授、坪香伸日本建設情報総合センター理事、小沼恵太郎建設コンサルタンツ協

会ＩＣＴ委員会委員長と、オブザーバーの遠藤元一土木学会副会長の８人で構成している。 

 

２．国内の動き (14) 

■国土技術政策総合研究所 アンサンブル予測雨量に基づく水位予測 

気象予報では、予測の初期値が少し変化するだけで、予測結果が大きく変化してしまう不確実性が存在。

そのため、複数の初期値で計算された多数の予測結果の平均や分散を利用して も起こりやすい現象を予

測。 

■宇宙航空研究開発機構（JAXA） 人工衛星の技術を活用したアジア地域の洪水リスク管理 

地上雨量観測網が整備されていない発展途上国に対し、衛星画像を使って洪水予警報システムを提供。

バングラデシュ、フィリピン、ベトナムで、実証実験。いであ（株）、NEC 等もコンサルタントチームとして参加。 

■日本気象協会 洪水予測システム 

予測対象とする河川の流量観測所あるいはダム地点で、48 時間先まで毎時流量を予測。河川管理および

ダム管理の支援資料に。 

■国土交通省 川の防災情報 

観測所名・河川名・水系名を入力すると、個別観測所の雨量・水位などを見ることが可能。大きな川では 1～

3 時間後の予測水位が発表されるが、小さな川の場合、利用者が上流の川の水位や雨量を元に自分で判断

する必要がある。 

■地球環境情報統融合プログラム DIAS 

地球環境や社会経済データを収集・統合・解析し、地球環境課題の解決に貢献する情報基盤。メンバーは

大学や研究機関で構成され、衛星観測、気象観測、自然災害などの各種データセットを公開。また、これらの

データを活用した、リアルタイム降雨情報、河川テレメータデータアーカイブなどのデータ・アプリケーションも

公開。 

■NEC 洪水予測システム                                                  

タイ北部で実証実験。雨量や地形、河川に関する各種データを基にシミュレーションを行い、洪水による浸
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水区域や 大浸水高などを 大7 日先まで予測。実際に発生した洪水状況とほぼ一致した結果を得ること

ができた。 

■富士通 人工知能を活用した SNS からの災害推定 

過去の複数の災害で投稿された「土砂崩れ」「浸水」などの文言を含む数十万件のつぶやきを分析。実際に

体験した「目撃・観察」や、他人から聞いた「伝聞」、新聞やテレビ、行政情報などの「報道・アナウンス」などに

分類。伝聞やデマなどを排除するシステムを作り出した。 

 

３．海外の動き (14) 

■欧州中期気象予報センター 2025 年戦略 

2025 年までの気象予報の技術目標を発表。台風、洪水、熱波など大きなインパクトを与える天候について、

平均10 日間、 高2 週間まで先立って予報し、国家による気象および緊急サービスを可能にする。 

■米海洋大気局（NOAA）洪水予報スーパーコンピュータ 

米地質調査所が対象とする 8000 カ所以上からデータを収集し、米本土48 州の 270 万地点でシミュレーシ

ョンを実施。１時間ごとに河川・水路に関する予測を行う。 

■Microsoft Cortana Intelligence Suite による水位予測 

テキサス大学と共同で、機械学習を使った河川水文学ベースの洪水予測システムを実証実験。過去のデー

タを使うことで、河川の流量計が壊れていても、現在と将来の水位を推測可能。 

■IBM Deep Thunder 

1km 四方単位での気象予想はもちろんのこと、各地点に置いて 48 時間先までの予測を実現。洪水多発地

帯であるリオデジャネイロで実証実験。洪水予報をベースに災害範囲や規模などをシミュレーション。48 時間

先までの交通渋滞や影響を受けるビジネスを予測し、都市部で起こりうる問題を事前に回避。 

 

４．人工知能を活用する業務の発注状況 

土木分野においても人工知能を活用する研究が民間企業、学術機関や研究機関で盛んに行われている。

国や自治体からの人工知能を活用する業務を入札ウォッチネットで調査した。調査は、過去6 ヶ月間を対象と

して「人工知能」と「深層学習（ディープラーニング）」で全文検索を行いました。検索した結果、3 件の業務が

見つかった。 

①平成２９年度ＡＩを用いた河川の水位流量予測検討業務（国土交通省九州地方整備局）  

これまでに観測した水位・流量のデータと気象データを人工知能で学習させることで、現在の気象状況から

後の水位流量を予測するものである。比較的小規模な河川が対象であるため、学習に用いる各データ量が

気になるが、このような予測は人工知能に向いている。 

②ICT を活用した効率的な管理・運営に関する調査委託（東京都下水道局）  

ドローンを用いた施設の点検一式 人工知能（ＡＩ）を用いた水処理の高度化の検討一式 下水道事業への

ＩｏＴの導入一式 報告書作成一式  

この業務は情報が少ないため、どのように人工知能を活用するのかは予想できない。 

③土砂災害発生予測における素因特性分類業務（国土技術政策総合研究所）  

本業務は、土砂災害発生予測技術を高度化するため、深層学習により素因特性が類似する地域の分類を

行い、深層学習による分類基準の分析および過去の土砂災害発生地域が属する分類クラスを整理するもの

である。  

 
５．日経コンストラクション記事 ～維持管理に AI、どこまで期待していい？～ (15) 

 日経コンストラクション 8 月28 日号では、特集「維持補修2017・助けて AI（人工知能）」が掲載された。AI と

の相性が特に良いと考えられている維持管理分野について、活用の可能性を探ってみようという企画である。

維持管理分野では、構造物の点検と診断で、ICT（情報通信技術）を活用する試みが始まっている。コンクリー
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ト構造物の画像からひび割れを抽出し、抽出したひび割れを基に余寿命を判断する――。人が担ってきたこ

れらの作業を、センサーやコンピュータに肩代わりさせようというのである。  

 
図  日経コンストラクション 2017 年8 月28 日号特集「維持補修2017・助けて AI（人工知能）」から 

   

「自動で点検、瞬時に診断」が現実のものに 

 ただし、「ひび割れを判別できる精度で構造物の画像を撮影する」、「画像からひび割れを正確に検出す

る」、「ひび割れの状況を解析して余寿命を算出する」といった過程ごとに課題が存在する。例えばひび割れ

の検出に関しては、コンピュータにとってひび割れと目地の区別は簡単ではない。余寿命の算出ではコンクリ

ート床版を対象とした技術が開発されているが、解析に数日を要するなど時間がかかりすぎるのが難点であ

った。 

 ここで、AI の登場である。ひび割れと目地の違いの学習を積み重ねれば、両者を識別する精度が高まる。

ひび割れのパターンと余寿命をセットにしたデータを蓄積して学習すれば、いちいち解析しなくても、画像か

ら得たひび割れのパターンを基に余寿命を算出できるようになるはずである。これらの技術は徐々に確立さ

れつつある。「ロボットが自動的に点検をこなし、コンピュータで瞬時に診断を下す」という未来は、そう遠くな

いのかもしれない。  

 

６．AI で解決したい建設の課題 (16) 

多くの業界で注目を集める AI（人工知能）であるが、建設業もその例に漏れません。その背景には人手不

足や業界の将来についての不安が大きいこともあり、政府も改革へと動き出している。 
 
■建設業における「働き方」 

近年、政府が強力に推進していることでも知られる「働き方」改革であるが、建設業の現状は他の業界と比

べて良好といえるものではない。熟練技術者の高齢化や労働力人口そのものの減少が見込まれている状況

で、「長時間労働」は若手人材の確保に極めて不利だといえる。しかし、こうした残業が発生している理由につ
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いて、国土交通省による調査（2010 年）では「前工程の工事遅延」と「無理な発注」も環境的制約とともに挙が

っており、改善のためには企業側だけではなく発注者をも巻き込んだ施策の必要性がもとめられている。 
 
■政府が推進する「i-Construction」 

こうした状況を変えるため、政府もイノベーション推進の取り組みを始めている。核となる ICT（情報伝達技

術）や AI など 新技術の活用については「i-Construction」という名前で詳細がまとめられている。「i-

Construction」のポイントは、ICT で製造業改革を推進するドイツの国家プロジェクト「インダストリー4.0」に代表

され、世界的な潮流となっている製造業の手法を建設現場に取り入れるとしていることである。建設現場を製

造業の「 先端の工場」のように捉え、ICT 導入により品質管理と工程管理を徹底することで生産性を高めるこ

とが特徴である。 
 
■膨大な作業を AI が強力に支援する BIM 

建設現場の全面的な「3D 化」はもっとも重要なキーワードといえそうである。国内でこのプロセス改革に取り

組んでいるトップランナーとして挙げられるのが大手ゼネコンの鹿島である。同社は 3 次元での設計・施工の

シミュレーションを可能とする BIM の全面的な導入を極めて短期間で実施、2017 年4 月には専門会社を分

社独立させている。 

BIM とは「ビルディング・インフォメーション・モデリング」の略称で、3 次元の建物のモデルにコストや管理

に必要なさまざまな情報を付加することで、より効率的かつ多角的な設計・施工を進めるためのワークフロー

である。 

そもそも実際の工事を行なうための実施設計は、建設のワークフローのなかでも非常に負荷の高いプロセ

スで大量の図面が必要とされている。これまでにも多くの現場で CAD の導入は進んでいたが、図面が電子

化されているだけで、個々の設計が互いに競合しないかといった検証・修正作業は人手で行わなくてはなら

なかった。 

BIM では AI の技術を取り入れることにより、人間が行なっていた膨大な組み合わせとチェック作業を自動

化し、複数の図面が 3D によって統合的にモデリングされるだけにとどまらず、材料や法規制などの情報を膨

大なデータベースから拾い上げ関連づけることが可能になる。 

こうした情報は施工までに必要不可欠であるが、従来の手法では「図面を見ているだけ」では判断が難しか

ったものである。BIM はそれらを統合することによって設計から施工、さらには修繕までのプロセスを 1 つの

プラットフォーム上で管理できるというのが 大のメリットである。さらに、鹿島では 3D モデリングをベースにク

ライアントと詳細を詰めることで施主とのやりとりを活発にすることにもつながったとのこと。同社は本ソリューシ

ョンの専門会社を立ち上げたことで、ゆくゆくは海外展開も視野に入れた日本初の BIM サービスプロバイダ

ーを目指している。 
 
■動き出した各社 

・建機の自動化システムを開発（鹿島） 

鹿島は、建設機械を多く使うダム建設現場をフィールドに、建機の自動化システムを開発した。堤体の施工

に使う振動ローラー、ブルドーザー、ダンプの自動化を実現。熟練オペレーターと同等の仕上がりや施工パ

ターンを見いだすためにＡＩを活用しているという。 

・建設現場へのロボット導入（清水建設） 

現場へのロボットの導入もＡＩが支えている。清水建設は、自律型ロボットと建機を組み合わせ、溶接、天

井、搬送作業を行うシステムを開発した。各ロボットはＡＩやＩｏＴで所在位置や施工対象物を認識しながら自律

的に稼働する。１８年に関西地区の高層ビルの建設工事に導入する。 

・建設現場での出来形確認（ＮＴＴコムウェア） 

建設産業向けのＡＩ関連サービスの事業化を目指すＮＴＴコムウェアは、「ディープラーニング画像認識プ

ラットフォーム」でインフラ設備の老朽・劣化度合いを判定するシステムを提案。建設現場での出来形確認や

新築建物の竣工検査などへの活用も模索する。  
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Ⅷ．人工知能に挑戦する建設コンサルタント 

①ソフトバンクとパシフィックコンサルタンツが業務提携 

          ～IoT の活用による災害避難や渋滞回避の手法を開発～ (17) 

ソフトバンクとパシフィックコンサルタンツは、各種IoT デバイスから取得したデータなどを組み合わせて AI

（人工知能）で分析を行い、 適な公共インフラの設計・開発などを共同で実施することを目的に、業務提携

を行うことに合意した。両社は今後、目的の達成に向けて実証実験などを行い、そこで得られた知見を基に、

公共インフラを管理する自治体や関連企業、利用者に対してスマートインフラソリューションの提供を目指して

いく。 

■共同開発の概要 

1. 5G を利用した防災インフラソリューションの提供 

  第5 世代移動通信システム（5G）を利用した各種IoT デバイスや映像ディープラーニングなどによって、防

災インフラにおける災害監視を適切に行い、データに基づく情報提供や予測解析の実証実験を行う。この解

析により、タイムリーな情報提供と的確な避難誘導が可能となり、国民の命を守ることにつながる。また、リアル

タイムモニタリングを行うことによって、安全・安心なスマートインフラソリューションを提供する。 

2. 5G、人流解析などによる社会インフラソリューションの提供  

  5G を利用した各種デバイスや AI を活用した人流解析や交通流解析により、変わりゆく都市の人の流れや

車の流れを実情に近いデータによってシミュレートすることで、インフラのあるべき計画の再設定を可能とす

る。またタイムリーに情報提供を行うことによって人流・交通流を誘導し、交差点や鉄道駅改札の混雑や空港

ターミナルの待ち時間、自動車の渋滞などの課題を解決し、生活の質の向上や都市サービスの効率性の向

上につながるスマートシティづくりに貢献する。 

●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 

 

交通インフラや防災インフラを、より賢く使うために必要なのは、ズバリ「IoT（モノのインターネット）」である。  

人やインフラの動きや状態を大量に設置したセンサーやスマートフォンなどでリアルタイムに把握し、AI（人

工知能）を活用して混雑する場所や洪水の浸水域を予測しながら、問題が起こる前に人やクルマの動きなど

を賢く制御する。  

例えば、駅の混雑防止には、列車の到着時間や、通勤・通学の時間をずらすことにより、駅を拡張しなくて

も混雑の防止が可能になる。  

河川には様々なセンサーを設置することで、人間が巡回監視するよりも詳細でリアルタイムな洪水情報を

把握することが可能になる。  
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また、新しい道路の建設によって交通量が減った道路には、LRT（ライトレール型路面電車）を建設したり、

芝生、カフェを設置したりして、環境に配慮したまちづくりを行うことも可能である。  

終的には都市圏全体での人やインフラの情報をリアルタイムで集め、解析やフィードバックすることを目

指す。いわば、“インフラ界のグーグル”のようなビジネスモデルが誕生しそうである。様々な種類のデータを

大量に集める方法としては、5G（第 5 世代移動通信システム）や IoT 向けの通信規格を利用することで実現

する。スマートシティを実現するには建築や土木だけではできない。通信や IT（情報通信）など異業種との本

格的なタイアップが必要な時代になってきた。 

 

②大日本コンサル／ 新ＩＣＴで業務効率化と提案力強化 (18) 

  大日本コンサルタントは人工知能（ＡＩ）やドローン（小型無人機）などの 新技術を積極的に取り入れる。 

 ＩＣＴ（情報通信技術）分野は、研究開発を主導するインフラ技術研究所にある保全エンジニアリング研究室

の人材を増員し、研究開発の機能を強化する。保全系業務の作業の効率化を図るため、写真撮影した構造

物の点検画像からＡＩを活用して自動で劣化状況を判定し、 適な補修・補強方法までを選別するシステムを

２～３年以内に実用化する。 

 各種業務へのドローンの利活用も加速する。橋梁の上・下部をドローンで計測したデータを基に３次元（３

Ｄ）画像を自動生成するシステムを開発している。防災分野でドローンに空中電磁波探査システムを組み込

み、地中の状況を把握する被災時調査技術も開発中で、被災後の降雨などによる地滑り被害などの予測に活

用する。このほか大学やメーカー、ソフト会社などとの協業を増やし、トータルソリューション技術・サービスの

開発を強化する。 

 設計業務へのＣＩＭの導入に向けて、ベトナムの子会社であるＮＥベトナムに「ＣＩＭ設計センター」を新設す

る。当面は橋梁の下部工とコンクリートの設計にＣＩＭを使う予定である。 

 

③IoT を活用した企業内サーバルームの省エネ化を目指し、富士通と日本工営が協業  
(19) 

富士通と日本工営は、国内の企業

内サーバルームに向けて IoT によ

る省エネ化事業で協業することに合

意した。協業の内容は以下の通りで

ある。 

①両社の強みを 大限に活用した

IoT サービスの提供 

②企業内サーバルームの省エネ施

策の運用を継続的にサポート 

今回の協業を通じて、建物内のエ

ネルギー使用量の可視化と空調・照

明設備の遠隔制御を可能にする富士通のクラウド型EMS サービス「FUJITSU Intelligent Society Solution 

Enetune-BEMS（Enetune-BEMS）」と、日本工営が長年培ってきた建物設備の省エネ運用や改修技術を組合

わせ、サーバルームでの電力使用状況の監視から省エネ化コンサルティング、設備の導入工事、政府系補

助事業の申請手続まで一元的に提供し、お客様のエネルギー使用量の削減を実現する。 

 

④(株)新日本コンサルタントの新技術 次世代型橋梁維持管理システムの構築へ (20) 
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三次元弾性波トモグラフィとは

既存の AE（アコースティック・エ

ミッション）技術にトモグラフィ技

術をコンバインした京都大学開

発の新技術である。 

コンクリートの健全部と損傷箇所

での弾性波の伝播速度の差に着目

して、目視では解らないコンクリート

内部の劣化状況を可視化するもの

である。現在、京都大学と共同で研究している。 

 具体的には、ひびわれ劣化した実橋のコンクリート橋脚で実際に AE セ

ンサーを配置して弾性波測定を行いました。弾性波トモグラフィ解析によ

って伝播速度分布と損傷との関連を評価することで、内部損傷状況を把

握する他に、橋脚の耐荷力評価や余寿命予測が可能であるか、実構造

物による有効性を検討している。解析結果により、橋脚の内部損傷状況

の可視化についてはその有効性が確認できた。 

また入力波の周波数を変えた場合の速度分布構造の違いによりひびわ

れ等の損傷度合いが判定できることも判明している。今後は弾性波と耐 

   弾性波伝播速度分布図      荷力との相関性について検討を進める。 

          

三次元弾性波トモグラフィによるコンクリート内部損傷や劣化状況の可視化の有効性が確認できましたので、

実装化されれば構造物を「壊さず」、「簡単に」、「色々なものを」、「精度よく」、「安価に」、品質や内部損傷位

置、ひびわれ深さ等が特定できるようになる。 

AE センサーを構造物に存置し、車の振動を利用して解析データのモニタリングの併用が可能になれば、構

造物の損傷状況を遠隔管理するような監視システムの構築が実現できるかもしれない。 

 

従来の点検方法は目視に委ねられていたため、劣化が表面に顕在化しないと損傷状況を把握できなかっ

た。そのため損傷状況を察知した段階では既に損傷は加速期進展している訳である。三次元弾性波トモグラ

フィを用いれば内部損傷の把握が可能となり、建設当初からのモニタリングにより損傷状況の監視を行うこと

ができる。 

 

⑤八千代エンジニアリングに「機械学習／ディープラーニング活用サービス」を導入 

 －ブレインパッド、河川の護岸コンクリートの劣化検知を AI で支援－ (21) 
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 ブレインパッドは、八千代エンジニアリングに、人工知能のビジネス活用を支援する「機械学習／ディープラ

ーニング活用サービス」を導入し、同社が実施する河川の護岸コンクリートの劣化検知を効率化する支援を行

ったと報道した。 

■本取り組みに至った背景 

 1960 年代の高度経済成長期に整備された道路や橋、下水道、河川の護岸コンクリートなどの社会インフラ

には経年劣化が見られ、その点検・改修が喫緊の課題となっている。 

 日本国内には、現在35,462 本もの河川があると言われ、その周りには洪水などの災害対策として重要な役

割を担う護岸コンクリートが設置されているが、設置された時期や地域などによって整備形式が異なることか

ら、これらの点検・改修には熟練された技術が必要とされてきた。 

 八千代エンジニアリングは、これらの護岸コンクリートの維持管理に係る調査・検討業務において人間による

目視主体で劣化状況を把握している。しかし、長い河川区間を複数の人間が作業することとなるため、その手

間やコストが膨大であること、劣化状況の判断基準が人によってさまざまであることが問題となっていた。 

 同社は、これらの問題を解決するため、ブレインパッドの支援のもと、画像処理によるコンクリートの劣化検

知とその自動化を行いたいと考えた。 

■ブレインパッドが支援した新たなコンクリート劣化検知の方法 

 ブレインパッドは、護岸コンクリートの劣化検知に

おいて、撮影した画像からひび割れなどの劣化の

有無を自動で判断するためのアルゴリズムを開発

し、その実用可能性を検証した。その結果、現状

の人手による検査と遜色ない精度で劣化を検知で

きることが判明し、このアルゴリズムが有用であるこ

とが実証された。今後は、劣化検知の判定プロセ

スのシステム化や、同社が手がける河川の護岸コ

ンクリート以外の社会インフラ分野への展開も検討していく予定である。この劣化検知のためのアルゴリズム

は、 Google によってオープンソース化された深層学習フレームワーク「 TensorFlow 」を使って実装した。 

 

図 AI モデルによる河川コンクリート護岸の劣化状況検知結果 
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Ⅸ．建設コンサルタントのこれから  

１．建設コンサルタントの役割 (22) 

 建設コンサルタントは、社会資本整備のなかで、これまで主として調査・計画・設計等の業務において事業

者の事業執行を支援し、パートナーとしてその役割を担ってきた。しかし、近年、社会資本整備を取り巻く状況

が大きく変化してきており、事業執行にあたっては、事業者が国民とのコミュニケーションや国民への説明責

任を十分に果たすことが求められている。このため、建設コンサルタントは事業者を支援する従来の役割に加

えて、近い将来、社会的合意形成や事業執行のマネジメントを事業者に代わって担当する役割や第三者の

立場で設計審査や施工監理を実施する役割を担うことが必要になっている。 

 

 建設コンサルタントは、こうした役割を独立した責任ある立場での専門家集団として、社会資本整備の事業

執行において適切に参画していくことが必要である。 

 建設コンサルタントが前述の役割と立場により事業執行に係わることは、事業者、建設コンサルタントおよび

施工者それぞれが国民・利用者への説明責任を果たすうえで も適正なものと私たちは考える。 

  

２．建設コンサルタントの活用 (22) 

 社会資本整備を取り巻く環境が大きく変化する中で、建設コンサルタントは、これまで蓄積した技術、知識、

人材等のストックを 大限に活用するとともに技術開発を積極的に行い、さらにより多様な役割を担い、様々

な領域で責任ある立場で活躍することによって、社会資本整備の推進に貢献する。 

 具体には、以下の業務への活用が考えられる。 

■国土・地域・都市整備事業の政策立案、構想・計画段階での実行可能性調査（フィージビリティ・スタディ）、事業

評価や社会的合意形成等のプロジェクト形成業務 

■「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（以下、品確法と称す）の施行に伴う「発注関係支援事務」業務 

■維持管理段階での施設の点検および補修、改築計画立案、補修設計および公共施設の運用・利活用計画等の

業務 

■その他、防災等のリスクマネジメントや公共施設の資産管理（アセットマネジメント）、また、事業者が必要とする土

木技術の専門アドバイザーや教育・研修業務、今後進展が期待される PFI でのアドバイザリーおよびモニタリン

グ業務 

 

３．ゼネコンと建設コンサルタント 

公共事業の透明性等を確保するため、建設コンサルタントとゼネコンは、設計・施工分離という原則に則っ

て業務が遂行されている。ゼネコンも建設関連業の登録はしているが、積極的に営業することはない。当然ゼ

ネコンの資金力と、コンサルの資金力は違う。人工知能の対応もゼネコンの方が速いであろう。 

建設事業の下流工程を担うゼネコンが、設計図から積算・維持補修まで、人工知能とＶＲで統合型のシステ

ムを築き上げるのもそんなに遠くはない。 

いま、設計等は標準化（基準化）され、ほとんどがソフトウェアでできる時代である。ソフトは買えば済み、資

金力が大きい方がより負担が少ない。市販ソフトでできる仕事をしている限り、建設コンサルは存在が極めて

危うい職業である。設計・施工分離のルールは守り、何らかの形で建設コンサルタントの介入はあるとしても、

ゼネコンが自らソフトウェアを使って打ち出される結果をデジタルで受ける方がはるかに安く。建設コンサルタ

ントの担う作業が減ることは考えられる。存続しようと思えば、未解決の重要問題を探し出し、それに挑戦する

しかないように思われる。マーケットを創ることは市販ソフトにはできない。 

そして、未解決問題が解決できる過程で得られたノウハウを知財権として獲得し、製品化するなどして利益

を回収する。この繰り返しが、建設コンサルタントが存続できる道かもしれない。ゼネコンも人員余剰が生まれ

る。受け皿を必死で考えるはずである。人工知能が進展すれば場合によっては多くの建設コンサルタントの

能力はゼネコンの能力の一部として組み込まれるかもしれない。  
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４．建設コンサルタントの設計業務の手順（例） (23) 

 
図  橋梁設計委託業務選定フロー                          図  設計フロー 

 

５．建設コンサルタントの職能 (24) 

建設コンサルタントの本質は、何らかの課題にケリをつけること、答えを出すことにある。この課題解決には２

通りある。一つが病気を治し健康にするようなタイプの課題解決（タイプ A）、もう一つは、あるべき姿（ゴールイ

メージ）からして定める必要があるタイプの課題解決（タイプ B）である。 

タイプ A の課題解決の場合、あるべき姿は健常状態であり、ありうる原因を頻度と深刻さからチェックし、ロジ

ックツリー的に原因を絞りこんでいく。おそらく世の中の課題解決の 9 割以上がこのタイプで、「ギャップフィル

型の課題解決」と呼ぶことができる。 

タイプ B の課題解決の場合、そもそもゴールや目指すべき姿の見極めから、課題解決を始めなければなら

ない。これは「ビジョン設定型の課題解決」と言われる。さらに、仮にそのような姿が見えたとしても、どのように

したらそこにたどり着けるか自体も明確な答えが簡単には見つからない。このタイプの課題解決は、世の中の

課題解決の 1 割もあるかどうかであると思われる。 

現状の人工知能が対処できそうなのはタイプ A に限られ、タイプ B こそが、AI×データの時代に人間に求め

られる真の課題である。 

建設コンサルタントの業務はタイプ B ではないかと思われるが、タイプ A 的な部分も少なからずあるように

思われ、そうした部分はしだいに人工知能にとって代わられると思われる。 
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レイ・カーツワイル氏が予言する「シンギュラリティ－（技術的特異点）」に近い人工知能が誕生すると、タイプ

B の課題も人工知能が対処できるようになり、人間の優位性も危うくなる。建設コンサルタントも引退して、ベー

シック・インカムをもらいながら、スローライフを楽しむということになるのだろうか。レイ・カーツワイル氏は、さ

らに先の進歩も予測しているが、ここでの議論は、2030 年位にしておかないと、話がややこしくなる。 

人工知能でタイプ B の問題の解決を図るには、その前に人間の意識や質感（クオリア）を解明し、人工知能

にビルトインすることが不可欠であるとされる。したがって当面、タイプ B の問題は人工知能では対応できそう

にない。この考え方でいけば、建設コンサルタントも、タイプ B の業務で生き残っていけそうである。

（2017.4.28 水谷潤太郎（千鉱Ｅ）より抜粋） 

 

６．建設コンサルタントは、どう行動するか？ 

 

あらゆる国、あらゆる産業、さらにはあらゆる機関で人工知能への取り組みが進むと、おぼろげだった第４次

産業革命の輪郭が徐々に明確になってくる。その時になってから動き出すのでは生き残れない。それでは今

から建設コンサルタントはどう行動すればよいか、考えてみたい。 

 

論点１ 個⼈としての建設コンサルタントは、⽇夜どう努⼒をすればよいか？ 

 

論点２ コンサルタント企業は、どのような先⾒性を持って経営すべきか？ 

 

論点３ 建設事業の執⾏形態が変わっていく中で、建設コンサルタントは、どうやって職

業を再確⽴するか？ 
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