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ＡＩと建設・コンサルタント業界 勉強会要旨  2019.9.12 於：オリコン  秋⼝ 守國記(⽂責) 
 
１、 起：ＡＩの未来(シンギュラリティを念頭に) 
 
・「国⼟交通⽩書 2017」は、イノベーションを切り拓くがキーワードで 2050 年という 期的な姿を⽰す
べく、所管業務を越え苦労しながらこのテーマ設定した意欲には評価に値するが、記述している像は趨
勢型であり新鮮味に⽋ける。例えば、交通インフラで⾒るに、ハード⾯ではリニア新幹線程度で⼤きな発
展は⾒られないが、ソフト⾯ではＩｏＴやＡＩ技術など多くの技術が導⼊され、利⽤者の利便性は⾶躍
的に向上するはずで、このような書き込みが欲しかった。 
・さて、将来のソフト⾯で汎⽤ＡＩは⼤きな役割をもたらすはずだが、⼈間が持っている脳・神経を果た
して全て代替できるか、⼈間の意識を機械に移植できるのかなど、現在は未だ初期の段階で、将来展開を
⾒通すのは難しい。他⽅、専⾨別となる特化型 AI について技術開発はどんどん進み、具体的な活⽤の領
域は益々拡⼤・発展し、産業構造を⼤きく転換させることは間違いない。いずれ第 4 次産業⾰命につな
がるであろう。 
・2045 年、⽶国のレイ・カーツワイルが提⾔したシンギュラルティ(技術的特異点)が⽣ずると述べてい
るが、“起こる”・“起こらない”の議論は様々有るも、未だ判断は確定していないようだ。確かに機械技術
の進歩は幾何級数的な成 ・発展が推測され、⼀⽅で⼈間の知能には限界があり急成 するのは難しい。
今後、危険を伴う不確かな事象に対応して倫理、仕組み・制度・コストなどを踏まえた議論が活発になさ
れるはずで、段階的にこれらを認証・受け⼊れていくことになろうが、⽣理学的な拒否反応も⼤きい。 
・⼀神教的な欧⽶やそれに近い中国が、近未来の世界を制していきそうだが、平和的な多くの価値観を受
容する⽇本は多神教的な発想でもっとリードできないか、積極的に討議の輪に加わるべきだ。 
 
２、承：それに⾄る経過について 
 
・これまで第 1 次ＡＩは論理、第 2 次ＡＩは知識概念をベースにしたが挫折も繰り返してきた。そして
今、第 3 次ＡＩは統計をベースに、パターン認識や機械学習が取り込まれ、新たな展開が⾒込まれてい
る。現況として、⾳声認識は商⽤サービス化の段階に⾄り、画像認識は実証実験、⾃然⾔語処理は研究段
階であるがその進歩は著しく⼤きい。 
・ＡＩの基本となる、ビッグデーターは⼀般に過去の集積であり、これをコンピューターが解析する。特
に機械学習の開発速度は⼤きく、これまで⼈間が正解テキストを準備しなければならなかったが、今で
は⾃ら統計処理をして最適解を求めていくようになった、ただ本当に最適解なのかの検証は難しい。汎
 ＡＩは機械学習での成 過程において⾃ら学び、経験知、認識機能を⾼めていくが、⾃ずと種々の制約
があるはず。ＡＩが⼈の判断を代⾏し始めるだろうが、将来に向けた不確実な事象や事柄をどれほど判
断できるのだろうか。⼀⽅で、我々技術者も現在の地に安住せず、変わっていくように努めなければなら
ないだろう。 
・知能に⽐べてロボットは物理的な動き・活動をシュミレートさせるのに、まだ遅れはある。しかし、機
械的に論理を覚えこませることから進展し、今では⼈の動きをトレースしながら、徐々に⾃ら学習し、改
善していけるようになり⼤きな発展も期待できる。 
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・ＡＩを使いこなすのは私達、特化型ＡＩは⼯学の領域にも近く⼈間判断が⼊りかつそれが重要である。
また、狙い・到達点などについて関係者で意識共有をしやすく、開発を進めて成果を得、更には改善を図
りやすいのでどんどん進めるべし。 
 
３、転：産業の⼤分岐 
 
・産業⾰命を振り返ると、1760 年代の第 1 次産業⾰命が蒸気機関の発明・改善し機械⼯業が発展、1870
年代の 2 次は内燃機関・電機モーターにより⾃動⾞、充電家電が発達、1995 年代の 3 次はパソコン・イ
ンターネットで⾔語・通信の壁が克服されつつあり、特化型ＡＩが進展していくと想定される。第 4 次
はおそらく 2030 年ころにＩｏＴや３Ｄプリンターなどの多⾯的な展開などで⽣命の壁も乗り越え、汎⽤
ＡＩが⾝近になるだろうと想定されている。 
・⼤分岐が⽣じるとの考えがあり、新たな産業⾰命をいち早く取り れ、具体化できるかどうかで成  
が⼤きく分かれるとされる。第 1 次の⼤分岐は第 1 次産業⾰命、第 2 次の⼤分岐は第 4 次産業⾰命が当
たるとの声がある。経済学的には産物を得るには、投⼊資源として、第 1 次産業⾰命以前は農業中⼼で
それには⼟地＋労働、以後⼯業化時代では機械＋労働、そして汎⽤ＡＩの時代は機械があればよく、研究
開発分野のみに労働   が必要となり、限られた に就業機会が与えられ、多くの⼈の職が脅かされか
ねない。 
・実はＯＥＣＤの資料で、世界のＧＤＰシェアーの推移があり、 
1820 年：    欧３％、 ⽶国２％、中国３３％、インド１６％、⽇本３％。 
1913 年：    欧３４％、 国１９％、中国９％、インド８％、 本３％。 
1988 年：    欧３１％、 国２８％、中国２％、インド２％、 本１６％ 
2018 年(推定)： 欧２２％、 国２４％、中国１６％、インド３％、 本６％ 
第 1 次の⼤分岐は第 1 次産業⾰命とされ、その後いち早く⼯業化を導⼊・進展させたかどうかで国の成
 率が⼤きく分れ、上記の数値⾒る通り、植 地と宗主国に仕分けられるという悲哀をもたらした。 
第 2 次の⼤分岐は 2030 年頃と予想されており、ここに向けて国を挙げての知的な競争が起こる。 
 
４、結：建設・コンサルタント業界への影響など 
 
・昭和 30 年代後半コンピューターが導⼊され、コンサルの設計に対する考え⽅が問われた。設計とは創
造と科学的証明の組み合わせと定義し、技術者は主として創造⾏動を、科学的証明はコンピューターが
分担することとし、電算機時代に対応した設計思想を持つことが重要であると考えた。初期の技術者は
コンピューターのプログラミングを含め、ロジックを理解しつつ使いこなしてきた。しかしその後は既
成のソフトを⽤いてロジックには⼊り込まず、ＩーＯの操作で⾃動的に解を得られて良とする世代が続
いた、ある意味では技術の危機かもしれない。 
・今後は 3 次元データをはじめビッグデーターの解放・活⽤により、予備設計などはＡＩがかなり代替
できるようになる。しかし、現場に直結した実施・詳細設計は、多くの情報調整・判断が必要となり技術
者の能⼒が試される。今後、予備・基本・実施・詳細設計などがどのように分かれていくのか、2 次元図
⾯から３D モデルへ移⾏、設計施⼯⼀体化・ＣＭなどの展開がどのように進むのかまだ⾒通せないもの
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の具体事例などを通じて明らかになっていくだろう。 
・国でも，現在ＡＩへの先⾏的な取り組みが、気象や河川系など⾃然環境系で、既に業務発注もされてい
る。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対応にあたり、受注
者側も業務分野の展開に応じた⼈の移動、業務体制を再構築していくかなど、議論の輪を広げてほし
い。 ・そのためには、国が、先ず地質データをはじめ諸資料をどんどん公開して、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・磨いていけば、良い意味の循環が起こる
のではないか。   
・第４次産業⾰命・第 2 次の⼤分岐に向けて建設・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。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・ 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。 
・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きをかけることで、
技術者の養成につながるし、企業・分野の壁を超えたプロジェクトチームの編成や⼈材交流により活性
化する。また、会社内でも横断的な会議を活⽤し、問題意識の共有、お互いの強み・弱みを把握し、解決
への⽷⼝を⾒つけ会社経営・技術⼒の向上を⽬指してほしい。  
 
これらは温故創新の会の資料・議論をもとに、新たに秋⼝なりに幾つかの書籍を読んだ積み重ねであり、
その内容・責任は秋⼝個⼈にあります。以上     
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資料１ 

1 
 

温故創新の会の活動から             ２０１９．９．１２ 秋⼝守國記   
 
温故創新の会はインフラ技術の継承と創造を⽬指したＮＰＯです。 
興味ある⽅はホームページをご覧ください。 
温故創新の会創設時から現在まで理事 は清野茂次さんです。 
清野さんが技術 会の会 をなさっていた時の仲間を中⼼に構成されています。 
 
ＡＩを巡る動きとして、１ １「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」など、温故創新の会で語られた議事録を中⼼に説明していきます。 
ＡＩの⼀般論に関しては１―４「学⼠会・季報」を参考にしてください。 
なお、下記、ＡＩ基礎の確認は、意⾒交換にあたっての認識共有のためとしてください。 

 
参考資料 
・１ １ 温故創新の会の議事録から 
・１ ２ 同じく，上記⼤野⽒作成の配布資料(第３２回、第３３回) 
・１ ３ ⼟⽊学会 「国⼟・⼟⽊とＡＩ懇談会」の提⾔ 
・１ ４ 学⼠会・季報 ⼈⼯知能最前線、ＡＩ時代の経営を考える、時間資本主義の到来 
 
 ＡＩ基礎の確認 
 
Ｑ １：ＡＩと⼈⼯知能ブームの歴史→ 
ＡＩとは⼈間の有しているような知性・知能を⼈⼯的に実現する技術 
ただ、⼈⼯は⾃然の対⽐だが確定的でなく、知能の定義も定まっていない。 
ブームは以下の様に３次に整理されている。 
第 1 次 １９５０から６０年代  論理     パズル、ゲームなど 応⽤範囲は⼩ 正確性は◎ 
第２次 １９８０年代      知識     エキスパートシステム     中    〇 
第３次 ２０１０年代      統計 学習  パターン認識・機械翻訳    ⼤    △  
 
Ｑ ２：シンギュラリティとは→ 
技術的特異点 レイカーツワイルが提⾔ 
コンピューターの性能は指数関数的に向上する。いずれ全⼈類の知能を超える、それは２０４５年ころ
と推算した。この評価は⼤きく分かれている。１つの⽰唆として頭に⼊れておくべき。 
 
Ｑ ３：弱いＡＩ、強いＡＩとは→ 
弱いＡＩ (特化型ＡＩ) ⽣産性の向上が図れる。 
強いＡＩ (汎⽤型ＡＩ) ⼈間労働の⼤部分を代替し、経済構造を変⾰する。 
この他⼤⼈のＡＩ(論理的な思考)で弱いに近く、⼦供のＡＩ(感性の思考)で強いに近いなどの分け⽅もあ
る 
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資料１ 

2 
 

附 １：ディープラーニングとは 
これまでは⼈間が正解「テキスト」を⽰し、これに応じてＡＩは解を求めていったが、コンピューター
が⼈間に教わることなく、ビッグデータを活⽤し、⾃ら統計的な処理をして最適解を求めていく。ただ
本当に最適解なのか検証は難しい。 
附―２：ＡＩの現況は、 
・⾳声認識   商⽤サービス化の段階 〇雑⾳の多い街頭 、ＳＩＲＩの登場など 
・画像認識   実証実験       〇静⽌ △動画 
・⾃然⾔語処理 研究段階       △翻訳作業 ×接客 
附―３：ロボットとの連携は、 
・知能のＡＩの進展は⽬覚ましいが、物理的な動き・活動をシミュレートさせるのは未だ遅れがある。 
・機械的に論理を覚えこませるから進展し、⼈の動きをトレースするようなロボットの研究開発が進み
つつあり、⾃らが学習して改善していける。 
 
Ｑ ４：時代考証として→ 
狩猟・採集 ＢＣ１万年 農業 1760 年  業 1870 年 サービス業 1995 年 ・情報産業 2030 年  
産業⾰命          第 1 次    第 2 次      第 3 次  語の壁 4 次  命の壁  
              蒸気機関 内燃機関・電気モーター パソコン・インターネット 
産業の⼤分岐        第 1 次；蒸気機関                第 2 次：汎⽤ＡＩ 
２０３０年以降について、４５年かはどうかとして、⾼度の汎⽤ＡＩは広く普及していると⾒込まれる。 
 
Ｑ ５：産業の⼤分岐の前提とは→ 
農業 ⼟地＋労働 
⼯業 機械＋労働 
ＡＩ 機械   研究開発分野のみ労働   の関与 
すなわちＡＩの時代，⽣産の⼊⼒・出⼒で、⼊⼒として機械 資本と解する あり のみで出⼒が可能
となり、労働の関与は研究開発とされた場合、私たちの⽣活 収  はどうなるのか？ 
第１次の蒸気機関では導⼊の遅れで、国により成 率が きく異なり、その結果、⽀配・被⽀配の構図
になってしまった。 
 
Ｑ ６機械に奪われない分野とは→ 
・創造性 ｃｒｅａｔｉｖｅ  
・経営・管理 ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ  
・もてなし ｈｏｓｐｉｔａｒｉｔｙ  
事務的な労働は きく減り、頭脳 研究開発など と 体 ロボットに代替できない 労働が残るか。 
 
以上 ＡＩ基礎の確認は、私の備忘録であり、厳密さに⽋ける点お許しのほどを！ 
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参考資料 1-1 

1 
 

温故創新の会 「ＡＩ社会を迎えて」     「温故創新の会」の討議概要(編集⽂責：秋⼝)  
  
第３１回は、“国⼟交通⽩書 2017”をベースに、将来社会の展望を語り合い、 
第３２回は「ＡＩ社会の今後と建設コンサルタント」、ＡＩの将来展望に関する意⾒交換が主となり 
第３３回は「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」その影響について重点を
置き議論した。 
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とともに添付する。 
なお、これらの議論をするにあたり、 
 ○ 垣通『ビッグデータと  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。 
○オリコンの⽅のため、学⼠会季刊誌のＡＩに関する資料を参考まで添付する。  

  
＝議事概要は下記の通りです＝  
 
０ 国⼟交通⽩書２０１７に関して 
 
●国⼟交通⽩書では 2050 年という 期的な姿の記述は趨勢型であり新鮮味に けるように感じる、推計するこ
と、描く難しさを実感した。⾔い換えると 30 年前に逆のぼり、現在を⾒つめ、交通インフラで⾒るに、ハード
⾯ではリニア新幹線程度で、全体的に⼤きな発展は⾒られないが、ソフト⾯では多くのＩＴ技術が導⼊され、利
⽤者の利便性は⾶躍的に向上した。 
●国が⼤きなパラダイムシフトに直⾯し、所管業務を越えながらも、苦労しながらこのテーマを選んだのだろう、
その意欲には評価に値する。また、⽩書中、⽇本のイノベーションの特⾊で、その弱みについては的得た指摘で
ある。 
 
１、ＡＩの未来(シンギュラリティを念頭に) 
 
１・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。 
１・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。  
１・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。 
１・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(技術的特異点)のように、技術進歩は幾何級数的な成 ・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。  
１・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。 
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１・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。  
１・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ＡＩ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。 
１・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。  
１・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。 
 
２、それに⾄る経過について 
 
２ ・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。 
２・⾃動運転などにあるように、因果関係や結果、最終判断にあたりその責任について、事柄に応じて確認して
おくことが必要であろう。特にハッカーなどの存在により，歪められてしまうことなど、すべてが善意の⾏動の
連鎖とはなりえない。 
２・ビッグデーターは⼀般に過去の集積であり、これをコンピューターが解析する、ＡＩが⼈の判断を代⾏し始
めるだろうが、将来に向けた事象や事柄をどれほど判断できるのだろうか。⼀⽅で我々技術者も現在の地に安住
せず、変わっていくこように努めなければならないだろう。 
２・我々の発展は、終わりのないスパイラルのようなものではないか。これまで不可能とされたことを可能にし、
安全などについてもチェックシステムなども改善を重ね、フェイルセーフの概念などを積み重ねてきたが、常に
新たな課題が⽣まれてくる。そのために科学技術政策の振興が⼤切であることを実感した 
２・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 、 供のＡＩはディープラーニング的で成 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。  
２・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。  
２・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。  
 
３、建設・コンサルタント業界への影響など 
 
３・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。 
３・昭和 30 年代後半コンピューターが導⼊され、今後のコンサルの設計に対する考え⽅が問われた。設計とは
創造と科学的証明の組み合わせと定義し、技術者は主として創造⾏動を、科学的証明はコンピューターが分担す
ることとし、電算機時代に対応した設計思想を持つことが重要であると考えた。初期の技術者はコンピューター
のプログラミングを含め、ロジックを理解しつつ使いこなしてきた。しかしその後は既成のソフトを⽤いてロジ
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ックには⼊り込まず、ＩーＯの操作で⾃動的に解を得られて良とする世代が続いた、ある意味では技術の危機か
もしれない。 
３・今後は 3 次元データをはじめビッグデーターの解放・活⽤により、予備設計などはＡＩが、かなり代替でき
るようになる。しかし、現場に直結した実施・詳細設計は、多くの情報調整が必要となり⼈の⼒が試される。今
後、予備・基本・実施・詳細設計などに分かれていくのかどうかまだ⾒通せない部分が多い。 
３・発注者の意向が今後どのように変化していくのか、3 次元のデータにしても安易に⾃動的に作成されたもの
で良とせず、これらを専⾨家として分析評価できる技量が求められるはず。 
３・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・ 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。 
３・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。  
３・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。  
３・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。  
３・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）  
３・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。  
３・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。  
３・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 
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