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技術の課題と展望

１．はじめに
令和の時代に入っているが，農業土木事業協

会およびコンサルタンツの歴史は，昭和～平成
～令和と繋がった体系的技術であり「技術の歩
み」に紹介されている多様なニーズに対応した
高度化・新技術の導入等に取り組んできている。

一方､ 新規ダム建設が抑制され，スクラップ
アンドビルドからストックマネジメントの時代
に変遷している時代の中，今後 10 年 20 年先を
見越した時，技術体系はどのように発展すべき
であろうか。

これまで多面的に整備し運用されてきた設計
基準や手引きに従った仕様計画・設計の範疇は
限定的になり，コンサルタンツが本来のコンサ
ルティングを行う立場と地位を確立していく必
要がある。このために今考えておくべきコンサ
ルタンツ技術の課題と今後の役割・展望につい
て以下に述べる。

２．コンサルタンツ技術の課題
２．１　現状の課題

（１）調査・測量・設計の分業
調査業務として別業者が調査を実施すること

自体は良いが，調査方法や精度，結果の見方な
ど多様な視点がコンサルタンツ技術者には必要で
ある。コア写真や柱状図も見ていない技術者に結
果のみを鵜呑みにしないように指導しているが，
そのような分業の弊害は解決すべき課題である。

（２）業務ロットと分割
発注方式が，指名入札形式から，公募型・一

般競争入札・総合評価・プロポーザル方式へと
転換されてきた中で，業務のロットは大きく
なってきている。従って，水路ぶつ切りの実施
設計は少なくなったが，設計範囲に限定し全体
を俯瞰した見方，手法の統一が出来ていない地
区・事例もある。

（３）技術者不足と技術の空洞化
業界全体として中間世代の技術者不足が深刻

である。予算や景気の動向に影響して特に 30
代～ 40 代が抜けており技術の継承が行われに
くい。学生の就活傾向の変化や地元希望も影響
し定着率も落ち，入社数年での退社や地元への
転職などで抜けて行く。魅力的な情報発信が重
要な課題である。

２．２　今後の課題 
（１）コンサルタンツ技術の継承と人材育成

農業農村工学の技術は，広い分野にわたって
おり，それぞれの工種には専門家としてのコン
サルタンツ技術者が存在している。しかし，専
門家が高齢化しつつあり，技術の継承も空洞化
により出来ていない。一方で，新規着工の大型
建造物・事業が無い中で，OJT による人材育
成が難しい。

昭和の時代は，技術は盗むもの・親方から弟
子へ暗黙の知識として伝承されるものであった
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が，令和の時代となり働き方改革を前提とした
伝承スタイルと育成方法の確立は最も重要な課
題である。

（２）インセンティブとモティべーション
昭和の時代は設計（物作り）に情熱があり，

仕事をするだけでモティべーションが大いにあ
がり，成果が完成し，設計した施設が出来た達
成感が技術者のインセンティブになっていた。

しかし，現代の若手技術者は，水理計算も構
造計算も作図もシステム化されたツールを使う
作業にモティべーションが感じられないし，給
与賞与増ではインセンティブになっていない。
逆に業務過多・負荷集中による勤務時間増でモ
ティべーションが低下傾向にあるのが解決すべ
き課題である。

（３）IT を活用した技術革新
３次元 CAD（Computer-Aided	Design）を

使った立体可視化，ドローンと 3D スキャナー
による測量図化，GIS 地理情報システムとハ
ザードマップを使った農地管理，災害時のリス
ク管理としての BCP（事業継続計画）の策定
など，最新の技術を的確に導入した取り組みは
始まっている。

今後これらの技術を革新的に発展させ，従来
技術の高度化と合わせた汎用的技術体系として
簡易に利活用できるようにシステム化を取り組
むことが，コンサルタンツ部門技術の重要な課
題である。

（４） 災害大国日本におけるコンサルタンツの
役割

国土の２割弱の軟弱な土地に人口の７割が集
中する地形地盤条件と小流域で短くて急流な河
川と山岳が８割を占める国土条件を持つ我が国
は，４つの地殻プレートに乗った地震大国であ
り，断層や地すべり地も多い一方で，集中豪雨
の多発化などの洪水被害も多い災害大国であ
る。維持管理されていない老朽化した警戒ため
池も数多くあるとともに，高度成長期に建設し
た大規模農業用施設が更新期を向かえ，老朽化
による二次災害も懸念される。従って､ 維持・

更新，防災・減災，災害復旧のための技術体系
の確立が課題である。

３． 今後の技術展望とコンサルタンツが果たす
べき役割

３．１　課題に対応した今後の技術展開
（１） 技術継承のための継続教育と業務の効率

化
人材確保と育成・継続研鑽により技術が次の

世代に継承されることは，組織や企業にとって
最も重要な成果・戦略であり，よりよい環境を
構築し技術を継承・存続していくことが重要で
ある。　

そのため，若手技術者がストレスを感じず，
やる気が出て働きやすい職場の構築が重要であ
るが，短期的に考えると，技術力の向上・継承
と業務の効率的遂行・企業利益増は二律背反の
関係にある。

ある意味，寄り道・無駄使いが必要であるか
らで，長期的な視野をもち，勇気をもって人材
育成のための時間確保や，利益を削った効率化
のための投資が今後求められている。

一方で，働き方改革を実現するためには，そ
の時間確保もままならない。当社の例では，深
夜の PC（パソコン）シャットダウンやノー残
業デー・休日のサーバー停止など遂行中である
が，PC を活用しない業務は現在少ないため，
本来の意味で効率化は達成出来ていない。将来
予測となるが，休んでいる時間に PC が働いて
成果の一部は自動で仕上がる様なシステム開発
が急務であると考える。

重機や溶接ロボットのような無人自動化は設
計業務では難しいが，ストマネ調査の IT 活用
や機能保全計画作成のシステム化，規格的施設
設計の自動図化等などは実現可能であると考え
ている。

（２）IT の活用
①	「第５期科学技術基本計画」（2016（平成 28）

年１月 22 日閣議決定）において，狩猟社会
（Society1.0），農耕社会（同 2.0），工業社会（同
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3.0），情報社会（同 4.0）に続く，我が国が
目指すべき未来社会の姿として，Society5.0
が初めて提唱された。

②	この Society5.0 では，IoT（Internet	of	Things）
で全ての人とモノがつながり，様々な知識や
情報が共有され，今までにない新たな価値を
生み出すことで，様々な社会課題や困難を克
服する。また，人工知能（AI）により，必
要な情報が必要な時に提供されるようにな
り，少子高齢化，地方の過疎化，貧富の格差
などの課題も克服される。社会の変革（イノ
ベーション）を通じて，一人一人が快適で活
躍できる社会を実現し，人間中心の社会を目
指すものである。

③	同計画は「ICT（Information	and	Communication	
Technology）やロボット技術を活用した低コ
スト・大規模生産等を可能とする農業のス
マート化や高品質・多収性の農産物の開発を
推進し，収益性を高め，新たなビジネスモデ
ルを構築して農林水産業を魅力あるものにす
る」を目標とする。

④	Society5.0 の実現に向けた新技術の導入とし
て，担い手の農作業の省力化や営農形態の変
化に対応した水管理の高度化等を図る必要
がある。農業農村整備においても，新技術の
現場適用性や経済性を考慮し，社会実装に向
けて新技術の積極的な導入を促進する取り
組みが必要である。

⑤	これらの新技術展開とコンサルタンツ技術の
方向性を以下に列記する。
・	自動走行農機の導入に対応した農地整備：

GNSS（衛星測位システム）基地局等の整備，
農地の大区画化，ほ場の進入路・農道の工
夫等

・	ICT を活用した水管理：ほ場の用水需要に
基づく ICT を活用した用水配分システム

　	（用水の無効放流量や電気代の削減，水路
やほ場の見回り労力の削減）

・	情報ネットワーク環境の整備：自動給水栓，
自動走行農機，UAV（Unmanned	Aerial	

Vehicle），無人草刈機，ハウス園芸等，新
技術を利用するために必要な無線局等の整
備
　�（＋農村における ICT を活用した定住条件
の強化に向けた取り組みにも活用）

・	UAV 等のロボットや ICT 技術等を活用し
た施設管理の高度化，情報化施工の推進

（３） 維持管理・更新の時期を向かえた日本の
防災・減災技術

激甚化しつつある様々な自然災害から国民の
生命と財産を守る上で，先端技術である通信や
自然災害予測技術を駆使した防災技術者の育成
は焦眉の急である。
①	地震災害に対する防災・減災技術：地震の予

測と事前対応は不可能に近い。このため，現
在実施されている地震防災技術をより発展的
に技術展開し，大規模構造物で実施してきた
地震応答解析などの手法をより簡便に効率的
に実施可能となるシステム構築・マニュアル
整備が必要である。

②	豪雨災害に対する防災・減災技術：線状降水
帯による集中豪雨や大型台風が頻発し，社会
インフラが激甚災害を被っているが，農村地
域では，ダム・ため池などの貯水池，水田，
排水路・排水機場などの施設があり，減災対
策としての役割が期待される。このため，排
水施設更新時には近年の気象現象を反映して
能力を持たせること，農業用水専用ダムの事
前放流による防災容量確保，ため池群を活用
した防災・減災対策（耐震対策含む）を推進
していくことが必要である。

③	災害復旧：被災した地域のインフラや生活環
境とともに農地・農業用施設も速やかな復興
が望まれるが，現行の発注形態では早期の
復旧が出来ない懸念もあり，業務形態とし
ての CMR（Construction	management）方
式 ECI（Early	Contractor	Involvement）方
式による複合技術の推進も将来的に必要とな
る。災害復旧に必要な測量技術も進歩してお
り，衛星画像処理の活用・写真測量・地上レー
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ザ測量・モービルマッピング，などの先進技
術の展開が重要である。

④	維持管理・更新：更新時期を的確に把握する
ためには，正確な観察・診断技術が必要であ
る。
	UAV に搭載したセンサー類による高度画像
処理やマルチビーム音響測深機，管内ドロー
ンによる無人観測，魚群探知機を用いた深浅
測量など，精度と操作性能の向上が必要であ
る。

３．２　 コンサルタンツが果たすべき技術的役
割と考察

（１）農業土木技術の新展開
①	農業土木技術は時代の要請を受けて，必要な

技術や手法を総合化し活用してきた。また技
術者は，技術の深化，技術分野の拡大を図り，
広範囲の技術を活用する技術者集団を形成し
てきた。

②	新技術は，基本的に特定された課題に対して，
個々に技術開発されており，個々の技術が高
度化・細分化されている。そのため技術は多
種多様化し，それぞれが専門的知識を必要と
し，幅広い世代の技術者が総合的に使いこな
すことが難しくなってきている側面もある。

③	地域住民の意識や価値観の多様化も進んでお
り，農村社会に寄せられる期待も多様化・複
雑化するものと想定され，対応した新技術を
展開していかなければ時代の要請に応えられ
ない。

④	そのため，従来の枠組みに必要以上に固執す
ることなく，これまでに培った技術の総合化
スキルや旺盛な知的好奇心を活用しつつ，コ
ンサルタンツ会社・技術者個々が，新たな技
術体系の構築を真剣に考えなくてはならない
時期を迎えている。

（２）人材確保育成と働き方改革への対応
①	高度化・広範化している技術者ニーズ：先人

の技術者の力と人材育成により，現在のコン
サルタントの技術的基礎が出来上がってき

た。今後は社会ニーズに対応するため，良質
で耐久性の高い社会ストックを計画・設計・
管理・更新するための技術を身につける必要
がある。

②キャリアパスを意識した人財の育成
・	技術競争市場の充実と技術開発等に対応し，

優秀で熱意があり，倫理感を身につけた技
術者を確保・育成し続けることが，魅力あ
る職場環境を整備するために重要な要素で
ある。

・	豊かな経験や高いスキルを積み重ね，成長
機会を提供するキャリアパスを形成してい
く必要がある。そのため，ライフサイクル
全体に亘る計画的かつ適切な研修を実施す
るとともに，コア技術に加えて多様な新た
な技術に携われる機会を維持することが重
要である。

・	組織力を充実して農業土木技術者が活き活
きと活躍する関係を構築していく必要があ
る。

③ワークライフバランスへの取り組み
・	コンサルタンツ業は，従来長時間勤務や休

日出勤を余儀なくされてきた。しかし，働
き方改革の推進と優秀な人材確保や定着率
の向上に向けて，仕事の効率を上げ短時間
で成果を出すことにより，プライベートに
余裕ある時間消費が可能となるように生活
と仕事の相乗効果を生む好環境を形成して
いく必要がある。

・	職場環境の充実，休暇制度や勤務時間制度
を適切に運用するとともに，ワークライフ
バランスの推進など，更なる工夫が必要と
なっている。

・	また，各企業と技術者に対する社会的評価
は，表彰制度の充実とともに農業土木コン
サルタントを魅力ある職業として，広く認
識してもらうために最も重要である。

４．おわりに
「変なホテル」が誕生し営業中であるが，コ
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ンセプトは生産性の向上（人件費の削減）であ
り，フロント業務や荷物運びなど人が担って
きた業務をロボットに任せている事が特徴で
ある。

建設業においても，重機の遠隔監視操作や
CIM を利用した土工の無人施工などの取り組
みは始まっているし，建設工事用のロボット開
発も進んでいる。一方で､ いまだ家内手工業的
な作業が多いコンサルタンツ業での業務自動化
による生産性の向上は目覚ましく進んでいない
のが現状である。

CIM による地表～地下空間可視化や構造物
鉄筋の三次元配筋図などの高度化は実現しつつ
あるものの，手間の面では二次元作業よりも多
くの労力・経費が掛かっているのが現実である。

このことからも，人材不足を補うための技術
開発とそれを活用するための戦略が急務であ
る。

令和の時代のコンサルタンツが明るく魅力的
な部門になり、働きやすい業界と変遷すること
を願う。
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